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明 細 苫

情報記銅と媒体、記銅と再生装置及び管 理 吉報記銅と方法

技術分野

０００1 本発明は、情報記録媒体、記録再生装置及び管理情報記録方法に関し、特に複

数の記録屑を有する情報記録媒体の管理情報、該管理情報を使用する情報記録媒

体の記録再生装置、及び該管理情報を情報記録媒体に記録する管理情報記録方

法に関するものである。

背景技術

０００2 近年、画像情報や音声情報をはじめとする各種の情報がデジタルィヒされるにつれ

て、デジタル情報の最が飛躍的に増大してきている。これに伴い、大容呈ィか高密度

化に適した光デイスク及び光デイスク記録再生装置などの開発が進められている。

０００3 例えば、光デイスクに記録される画像情報には、個人で撮影した画像情報や、ネッ
トワーク経由で購入した画像情報などの貴重な情報が含まれており、これらの情報を

誤りなく記録・再生する技術が重要になっている。光デイスクの場合、光デイスクの表

面にキズ等がついてしまぅ場合がある。そのよぅな領城は、記録・再生できないため、

いわゆる欠陥領城として取り扱われる。欠陥領城へは、記録・再生できないため、代

わりの領城 (交替領城 ) に記録・再生する、いわゆる、交替処理が行われる。

０００4 このよぅな交替処理に関する従来技術として特許文献 には、交替処理に用いる管

理情報の配置及び使用方法が開示されている。

０００5 以下、図 3の (a) 及び図 3の (b) に某づき、特許文献 に開示された従来の交替

処理に用いる管理情報の配置及び使用方法について説明する。

０００6 図 3の (a) に示すよぅに、特許文献 に開示された光デイスクでは、各種情報が記

録される記録領城を含む記録屑が 屑のみとなっている。

０００7 この記録屑における記録領城に記録された各種情報が、図 3の (a) の情報テーブ

ルに示されている。以下、この各種情報の詳細について説明する。

０００8 まず、システム情報は、光デイスク記録再生装置が各種の制御を正しく実行するた

めに必要な情報であり、例えば、記録再生条件等が記録されている。



０００9 ディフェクトマネジメントエリア (de佑c management a ea :欠陥管理領城、以下

、簡単のため、「ディフェクトマネジメントエリア」を省略することがある) ～4 は、傷そ

の他の欠陥 (ディフェクト) 等により、光ディスク上のある記録領城 (エリア) が記録・再

生できなくなった場合、その記録・再生できなくなったェリア (欠陥エリア) のアドレスを

、ディフェクト情報として記録したり、さらには欠陥エリアに代える交替エリア (交替領

城 ) を用意する場合には、その交替エリアのアドレスを記録したりして、欠陥管理を行

なぅための情報、すなわち、交替処理に用いる管理情報を記録する領城である。

００1０ 内周側交替領城 S ( nne S pa e a ea、以下、簡単のため「内周側交替領城」を省

略することがある) 及び外周側交替領城O S (ou e S pa e a ea、以下、簡単のため

「外周側交替領城」を省略することがある) ０は、交替処理により情報を記録するため

の領城、すなわち、交替領城である。

００11 図 3の (a) に示す情報テーブルにおいては、ュ一ザ記録領城には、ュ一ザ情報

、及びュ一ザ情報2のみが記録されており、それ以外のュ一ザ記録領城は末記録領

城として残されている。

００12 ～ 4の各領城は、それぞれ3 2クラスタ分の領城が確保されている。ク

ラスタとは、記録再生が可能な最小単位であり、 クラスタは6 4 バイトである。次に、

各 領城に記録される情報の配置を図 3の (b ) に示す。

００13 の先頭から4 クラスタには、交替管理情報 S (d sc denn on S uc u e

以下簡単のため「交替管理情報」を省略することがある) が記録される。 Sに続く4

クラスタには、欠陥リスト (De佑c s 、以下、簡単のため「欠陥リスト」を省略する

ことがある) が記録される。以降、 2～ 7 が順に記録される。 2は、

へ記録不能であった場合、もしくは、所定回数以上の上菩きを行った場合に

に代わって用いられる。 3～ 7も同様に順に用いられる。

００14 しかしながら、前記従来の管理情報の配置及び使用方法では、 屑のみを有する

光ディスクを対象としたものであり、2屑以上の光ディスクにおける管理情報の配置及

び使用方法については何も開示されていないといぅ問題点がある。

特許文献 1 : 日本回公開特許公報 「特開2００4 4０8 8 号公報 (公開日 : 2００4年

月 5 日) 」



発明の開示

００15 本発明は、前記従来の問題点に鑑みなされたものであって、2屑以上の記録屑を

有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録・再生が可能となる情報記録

媒体などを提供することを目的とする。

００16 本発明の情報記録媒体は、前記課題を解決するために、複数の記録屑を含んで

いると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の

記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管理領

域が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記録媒体であって、前記複

数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、

屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城と

して配置されていることを特徴としている。

００17 また、本発明の管理情報記録方法は、前記課題を解決するために、複数の記録屑

を含んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体におけ

る情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領城であ

る管理領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記録媒体に該管理

情報を記録する管理情報記録方法であって、前記複数の管理情報記録領城のそれ

ぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置で

きる限界まで、同一の記録屑において連続した領城となるよぅに記録することを特徴

００18 前記構成及び方法によれば、情報記録媒体は、複数の記録屑を含んでいると共に

、該複数の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の記録及び再

生を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管理領城が、複数

の管理情報記録領城に分割されている。

００19 ところで、特定の管理情報記録領城が多層 (記録屑 ) 間に跨って存在している場合

、該管理情報記録領城から、例えば、欠陥管理などの情報記録媒体の記録・再生の

管理に必要な管理情報 ( 組の管理情報 ) のすべてを読み取るには、各層間で読取

りの光スポット位置を移動させる、いわゆる屑間ジヤンプを行ぅ必要が生じる。

００2０ この屑間ジャンプを行なぅと、光スポット位置を各層間で移動する以外にも、カバー



屑厚などが変わることに起因する光学的な調整等が必要となるため、長い時間を要

することになる。

００2 1 更には、このよぅな管理情報を情報記録媒体の記録再生装置にて記録する際には

、特定の記録屑に管理情報の一部を記録した後、他の記録屑に管理情報の残りの

部分を記録しなければならない。しかしながら、その記録が完了する前に、記録再生

装置の電源を切ってしまぅ等の誤操作をしてしまぅと、管理情報の一部のみが更新さ

れた状態となってしまぅ。このよぅな不完全な管理情報では、交替処理などの適切な

自媒体の記録・再生の管理を行ぅことができないため、情報記録媒体への記録・再生

が全くできなくなってしまぅ。

００22 そこで、本発明の情報記録媒体又は管理情報記録方法では、前記複数の管理情

報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離さ

せることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城として配置さ

れている又は配置する。

００23 前記構成又は方法によれば、管理情報記録領城を、少なくとも前記管理領城の記

録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において

連続した領城として配置されている又は配置するので、屑間ジャンプが不要となり、

短時間で管理情報の記録または再生が可能となる。また、連続する領城に管理情報

を記録するため、短時間で記録が完了し、記録途中で電源を切ってしまぅ等の誤操

作が発生する確率が非常に低くなる。

００24 以上のよぅに、管理領城における管理情報記録領城を、少なくとも前記管理領城の

記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑におい

て連続した領城として配置するよぅにすれば、該同一の記録屑において連続した領

城を優先的に使用することで、屑間ジャンプを行ぅ必要性がほとんどなくなるので、迅

速に記録・再生することが可能となる。

００25 よって、2屑以上の記録屑を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記

録・再生が可能となる情報記録媒体を提供することができる。

００26 また、本発明の記録再生装置は、前記課越を解決するために、複数の記録屑を含

んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情



報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管

理領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記録媒体であって、前

記複数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に

応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した

領城となるよぅに記録することを特徴としている。

００27 前記構成によれば、記録再生装置は、前記複数の管理情報記録領城のそれぞれ

を、可能な限り、少なくとも前記管理領域の記録容最に応じ、屑間分離させることなく

配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領域となるよぅに記録する。

００28 よって、上述した情報記録媒体及び管理情報記録方法について説明したことが同

様に実現できるため、2屑以上の記録屑を有する情報記録媒体においても、迅速か

つ適切な記録・再生が可能となる情報記録媒体の記録再生装置を提供することがで

きる。

００29 また、本発明の記録再生装置は、前記課題を解決するために、複数の記録屑を含

んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情

報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管

理領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記録媒体の記録再生装

置であって、前記複数の管理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に連続した領城と

して配置される領城から優先的に使用することを特徴としている。

「0030 前記構成のよれば、同一の屑に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領

城を優先的に使用し、該管理情報記録領城を使用し尽くした後に、多層間に分離し

た管理情報記録領城を使用するよぅにしているので、屑間ジャンプによる記録再生時

間の増加を防止するとともに、管理情報記録領城の総上菩き回数を増加させることが

できる。

「00 また、本発明の記録再生装置は、前記課題を解決するために、複数の記録屑を含

んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情

報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管

理領域が、複数の管理情報記録領域に分剖されている情報記録媒体の記録再生装

置であって、前記複数の管理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に連続した領城と



して配置される領城から優先的に前記管理情報を取得する管理情報取得手段と、前

記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正しく取得されたものであるか否か

を判定する正否判定手段と、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得され

たものでないと判定した場合に、前記管理情報取得手段は、つぎに優先度の高い管

理情報記録領城から前記管理情報を取得することを特徴としている。

００32 前記構成によれば、管理情報取得手段は、前記複数の管理情報記録領城のぅち、

同一の記録屑に連続した領域として配置される領域から優先的に前記管理情報を

取得し、正否判定手段は、前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正し

く取得されたものであるか否かを判定する。

００33 ここで、「管理情報が正しく取得されない場合」としては、例えば、記録時のレーザ

パヮ一の不良により記録に失敗した場合や管理情報記録領城に欠陥が存在した場

合などが考えられる。このよぅな場合であっても、管理情報記録領城はュ一ザ記録領

城と典なり、交替処理が行われないため、管理情報が正しく取得されない。

００34 また、前記管理情報取得手段は、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取

得されたものでないと判定した場合に、つぎに優先度の高い管理情報記録領城から

前記管理情報を取得する。

００35 以上より、同一の屑に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領城を優先的

に使用し、該管理情報記録領城を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報

記録領城を使用するよぅ こすれば、屑間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止

するとともに、管理情報記録領城の総上菩き回数を増加させることができる。

００36 また、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得されたものか否かの判定

を行なぅので、適切な管理情報領城にて管理情報を取得することが可能となる。

００37 以上より、2屑以上の記録屑を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な

記録・再生が可能となる情報記録媒体などを提供することができる。

００38 本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分か
るであろぅ。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであ

ろぅ。

図面の簡単な説明



００39 図 本発明の実施の一形態における情報記録媒体の 屑～2屑に記録された各

種情報の模式図である。

図2 前記情報記録媒体の各層に記録された管理情報の模式図である。

図3 前記情報記録媒体に記録された s 情報の内容の詳細を示す模式図である

図4 前記情報記録媒体に記録された 情報の内容の詳細を示す模式図である

図5 本発明の実施の一形態における記録再生装置の構成の概要を示すブロック図

である。

図6 前記記録再生装置の制御回路の構成を示すブロック図である。

図7 前記記録再生装置の動作を示すフローチャートである。

図8 前記記録再生装置の動作を示すフローチャートである。

図9 前記記録再生装置の動作を示すフローチャートである。

図1０本発明の他の実施形態における情報記録媒体の o屑～2屑に記録された

管理情報の模式図である。

図11 本発明のさらに他の実施形態における情報記録媒体の o屑～7屑に記録さ

れた管理情報の模式図である。

図12 本発明のさらに他の実施形態における情報記録媒体の o屑～7屑に記録さ

れた管理情報の模式図である。

図13 従来の情報記録媒体に記録された情報の模式図であり、(a) は、従来の情報

記録媒体に記録された各種情報を示し、(b)は、従来の情報記録媒体に記録された

管理情報を示す。

符号の説明

００4０ 光ディスク (情報記録媒体 )

2 ピックアップ

3 再生回路 (管理情報取得手段 )

4 復号回路 (管理情報取得手段 )

5 記録・再生制御回路 (管理情報取得手段、管理情報記録手段 )



6 ザ一ボ回路 (管理情報取得手段、管理情報記録手段 )

7 制御回路 (管理情報取得手段、正否判定手段、管理情報記録制御手段、領

域状況判定手段 )

8 管理情報取得部 (管理情報取得手段 )

9 管理情報記録制御部 (管理情報記録制御手段 )

０ 記録部

2０ 光ディスク記録再生装置 (記録再生装置)

8 S取得部 (管理情報取得手段 )

8 2 E否判定部 ( E否判定手段 )

8 3 取得部 (管理情報取得手段 )

9 アクセス屑選択部 (管理情報記録制御手段 )

92 領域状況判定部 (領域状況判定手段 )

管理情報領城選択部 (管理情報記録制御手段 )

０ 2 屑 (記録屑 )

一 、 、及び ディフェクトマネジメントエリア (管理領

域 )

2 ０ 2 、及び 2 ディフェクトマネジメントエリア (管理領

域 )

3 ０ 3 、及び 3 ディフェクトマネジメントエリア (管理領

域 )

4 ０ 4 、及び 4 ディフェクトマネジメントエリア (管理領

域)

S 交替管理情報 (管理情報記録領城、管理情報、欠陥管理情報 )

～8 欠陥リスト(管理情報記録領城、管理情報、欠陥管理情報 )

S ～2 内周側交替領城 (交替領城 )

OS ～2 外周側交替領城 (交替領城 )

発明を実施するための最良の形態

本発明の一実施形態にっいて図 ～図 2に某づいて説明すれば、以下の通りで



ある。

００42 (実施の形態

まず、図 に某づき、本発明の一実施形態である光ディスク (情報記録媒体 ) に記

録される各種情報について説明する。なお、本実施の形態においては、実施形態の

一例として光ディスクについて説明するが、本発明の範囲を光ディスクに限定する趣

旨ではない。

００43 図 は、光ディスク の 屑 ( 録屑 ) 、 屑 ( 録屑 ) 、及び 2屑 ( 録屑 ) の3屑

の記録屑における記録領城に記録された各種情報の模式図である。

００44 本実施形態においては、3屑を有する菩換え可能な光ディスクの例を示すが、3屑

媒体に限られず、2屑媒体、及び4屑以上の複数の記録屑を含んでいる情報記録媒

体も本発明の適用範囲に含まれる。

００45 また、図 に示すよぅに、光ディスク は、読取りのためのレーザ光を人射する側から

2屑、 屑、及び 屑の3屑により構成されているものとする。以下、各層に記録さ

れる各種情報について説明する。

００46 まず、システム情報は、以下の実施の形態で説明する光ディスク記録再生装置 (記

録再生装置) 2０が各種の制御を正しく実行するために必要な情報であり、例えば、

記録再生条件等が記録されている。 屑、 屑、及び 2屑の各層には、同一の情

報が記録されている。このため、いずれか 屑の情報が読取り不能となっても、他の

屑の情報で代替可能である。

００47 ディフェクトマネジメントエリア (以下、この接頭語は適宜省略する) (管理領城

) 及び ディフェクトマネジメントエリア (管理領城 ) 2 ０ 2

及び2 ディフェクトマネジメントエリア (管理領城 ) 3 ０ 3 及び3

ディフェクトマネジメントエリア (管理領城 ) 4 ０ 4 及び4 は、 屑～
2屑における記録領城であり、かつ光ディスク における情報の記録及び再生を管理

するための管理情報を記録するための記録領城である管理領城、例えば、欠陥やキ

ズにより記録不能となった記録領城の代わりに情報を記録する処理、すなわち、交替

処理に用いる管理情報を記録する領域などが考えられる。

００48 ここで、図2に示すよぅに、ディフェクトマネジメントエリア (管理領城 ) は、 屑、



屑及び 2屑の3屑に分離したそれぞれの (管理領城 ) ０ ，及び

2の 組の記録領城が管理領城である。すなわち、「 一０」は「 屑の第

」、「 」は「 屑の第 」、「 」は「 2屑の第 」の

意義である。

００4 9 なお、同一の屑における4つの 、すなわち、 屑の 一０～4 ０には

、全て同一の情報が記録される。このため、いずれか つの領城が読取り不能となっ
ても他の領域に記録された情報で代替が可能である。同様に、 屑の

～4 には、全て同一の情報が記録される。更に、 2屑の ～ 4

2も同一の情報が記録される。すなわち、同じ屑の 領城には、全て同一の情報

が記録されている。ただし、記録される情報は屑毎に典なっており、例えば、

０と には、それぞれ、典なる情報が記録される。

００5０ 内周側交替領城 S (交替領城 ) ０～2 、及び外周側交替領城 S (交替領城 ) ０

～2は、交替処理により情報を記録するための領城、すなわち、交替領城である。こ

れら複数の交替領城は、 屑の内周側から順番に使用しても良いし、欠陥領城に

近い交替領城を使用するようにしても良い。

００5 1 なお、管理情報は、以上のように、光デイスク における欠陥管理を行なうための情

報である欠陥管理情報を含んでいることが好ましい。なお、「欠陥管理情報」は、例え

ば、管理領城の例であるデイフェクトマネジメントエリア (de佑c management a e

a :欠陥管理領城 ) に記録される S (d sc denn on S uc u :交替管理情報 ) や

(De佑c s :欠陥リスト) など、交替処理に必要な情報であれば、どのような情報で

あっても良い。

００5 2 は、傷その他の欠陥 (デイフェクト) 等により、光デイスク 上のある記録領城 (

ェリア) が記録・再生できなくなった場合、その記録・再生できなくなったェリア (欠陥

ェリア) のアドレスを、デイフェクト情報として記録したり、さらには欠陥エリアに代える

交替エリア (交替領城 ) を用意する場合には、その交替エリアのアドレスを記録したり

して、欠陥管理を行なうための情報、すなわち、交替処理に用いる管理情報を記録

する領城である。

００5 3 また、「欠陥管理情報」には、記録・再生できなくなったェリア (欠陥エリア) のアドレ



スを、ディフェクト情報として記録したりするよぅな、自媒体における欠陥管理を行なぅ

ための情報ではあるが、厳密には「交替処理」とは言えないよぅな情報処理を含む概

念である。

００5 4 つぎに、 屑のュ一ザ記録領城には、ュ一ザ情報 及びュ一ザ情報2のみが記録

されており、それ以外のュ一ザ記録領城及び 屑・2屑のュ一ザ記録領城は末記

録領城として残されている。

００5 5 ０ 、及び の3つの領域は、 組の管理領域を構

成している。これを図2 に示す。ここでは、 一 、 、及び

の各領城は、それぞれ3 2クラスタ分の領城が確保されている。クラスタとは、記録再

生が可能な最小単位であり、 クラスタは6 4 バイトである。図2 に示すよぅに、

０～ から構成される9 6クラスタの記録領城は、複数の管理情報記録領城で

ある、交替管理情報 (管理情報記録領城、管理情報、欠陥管理情報 ) S (以下、

適宜 「交替管理情報」を省略する) 、欠陥リスト(管理情報記録領城、管理情報、欠陥

管理情報 ) ～6 (以下、適宜 「欠陥リスト」を省略する) の7つの情報を記録する

記録領城に分割される。それ以外の記録領城は、本実施の形態では、使用されない

領城である。以上のよぅに、光ディスク では、複数の管理情報記録領城のそれぞれ

が、少なくとも管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界ま

で、同一の記録屑において連続した領城として配置されている。

００5 6 ０の先頭から4 クラスタには、交替管理情報である S (d sc d。n
on S

c e) が記録される。

００5 7 ここで、 Sに記録される管理情報の一例を図3 に示し、 Sに記録される管理

情報の具体例について説明する。 S一 は、 Sであることを識別するための

識別子である。本実施形態では、 S として文字列 S を用いるものとする。一
００5 8 は、現在使用している (De佑c s ) の開始物理アドレスである。S

P は、交替処理に使用された結果、空き領城が無くなった交替領城を示す

情報である。 S S Z は、 S ～2の大きさである。 S S Z は、O S ～
2の大きさである。

００5 9 ０において、 Sに続く 2クラスタには、 が記録される。



００6０ ここで、 に記録される管理情報の一例を図4に示し、 に記録される管理情

報の具体例について説明する。 は であることを識別するための識別

子である。本実施形態では、 として文字列 を用いるものとする。

００6 1 は、 の更新回数を示すものである。すなわち、初期化時には0であ

り、 が一回更新される度に が加算される。

００62 は、 に登録された交替クラスタ数である。 2

は、交替元アドレス及び交替先アドレスからなる交替アドレス情報である。 は、

終端符号である。終端符号以降クラスタ境界までは、 を記録しておくものとする。

交替クラスタ数 は光デイスク を使用し始めたときは0であるが、使用するに

つれて増加していく。同様に、交替アドレス情報 の数も徐々に増加して行くこと

になる。

００63 を記録する領城の大きさは、光デイスク の屑数に比例して増加する。これは

、屑数が増加することによって、ユーザが記録可能な領城が増えれば増えるほど、そ

れらの領城に含まれる欠陥の数も増えるからである。例えば 屑のみしか有していな

い光デイスクにおいては、 の大きさは4クラスタで十分であるが、本実施形態の

光デイスク ように、3屑を有する光デイスクにおいては、 2クラスタが必要となる。

００64 ０において、 に続く 2クラスタには、 2が記録される。 2

は、 へ記録不能であった場合、もしくは、所定回数以上の上菩きを行った場合

に に代わって用いられる。

００65 上菩きを行った回数は、 の更新回数が Cとして記録されているので

、これを読み出すことにより求められる。例えば、 ０００回の上菩きが保証されている

場合、 Cが ０００となるまで を使用し、その後、 2を用いればよ

い。また、 に代わって、 2をィ吏用することになったときは、 Sの 一
には、 2の先頭の物理アドレスを記録する。このようにすることにより、使用

不能となった に代わって 2が使用されていることを認識できる。

００66 ０において、 2に続く4クラスタは、本実施の形態では、未使用領城

とされる。上述のように、3屑を有する光デイスク においては、 2クラスタの大きさの

が必要である。しかし、 S 、及び 2を記録すると、 一0に



は、残り4クラスタしか存在しないため、 2に続いて、更に 3を記録しようとす

ると、 3の一部である4クラスタを記録し、残りの8クラスタを 屑の に

記録する必要がある。

００67 ここで、 は図4に示したように、 2クラスタ分の情報の全てが揃って初めて交替

処理が可能であり、先頭4クラスタ分のみでは、交替処理ができない。よって、 3

を 一 と の両方に含まれるように記録すると、交替処理のために

は、常に 屑と 屑との両方にアクセスし、 一０及び に記録され

た情報を読み取る必要が生じる。

００68 これは、 3を記録する場合も同様である。このように、 屑と 屑との間で読

取りの光スポット位置を移動する、いわゆる屑間ジヤンプを行うには、光スポット位置

を 屑と 屑との間で移動する以外にも、カバー屑厚が変わることに起因する光学

的な調整等が必要となるため、長い時間を要することになる。

００69 更には、 屑に 3の一部を記録した後、 屑に 3の残りの部分を記録し

なければならないが、その記録が完了する前に、装置の電源を切ってしまう等の誤操

作をしてしまうと、 3の一部のみが更新された状態となってしまう。このような不完

全な では、交替処理を行うことができないため、デイスクへの記録再生が全くで

００7０ 本実施の形態では、図2に示すように 3を の先頭から記録するよう

にしているため、 屑に 3の全ての情報が記録されるので、屑間ジヤンプが不

要となり、短時間で 3の記録または再生が可能となる。また、連続する 2クラスタ

に 3を記録するため、短時間で記録が完了し、記録途中で電源を切ってしまう

等の誤操作が発生する確率が非常に低くなる。これは、 を分割して

3を記録する領城が確保されているが、この分割された領城が、少なくとも管理領城

の記録容量に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑にお

いて連続した領城として配置されていることにより生ずる利点である。

００7 1 また、 4から 6についても、 3と同様に全ての情報が 屑、 屑及

び 2屑のいずれか 屑にのみ含まれるようにしている。このように全ての が同一

の屑において連続して記録されるようにしているため、いずれの に対しても屑間



ジャンプを行ぅことなく、迅速に記録及び再生することが可能である。

００72 以上纏めると、光ディスク は、複数の記録屑 屑～2屑を含んでいると共に、

屑～2屑における記録領城であり、かつ光ディスク における情報の記録及び再生

を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管理領城が、複数の

管理情報記録領城に分割されている。

００73 ところで、特定の管理情報記録領城が多層 (記録屑 ) 間に跨って存在している場合

、該管理情報記録領域から欠陥管理などの光ディスク の記録・再生の管理に必要

な管理情報 ( 組の管理情報 ) のすべてを読み取るには、各層間で読取りの光スポッ
ト位置を移動させる、いわゆる屑間ジャンプを行ぅ必要が生じる。

００74 この屑間ジャンプを行なぅと、光スポット位置を各層間で移動する以外にも、カバー

屑厚などが変わることに起因する光学的な調整等が必要となるため、長い時間を要

することになる。

００75 更には、このよぅな管理情報を光ディスク の光ディスク記録再生装置2０にて記録

する際には、特定の記録層に管理情報の一部を記録した後、他の記録屑に管理情

報の残りの部分を記録しなければならない。しかしながら、その記録が完了する前に

、記録再生装置の電源を切ってしまぅ等の誤操作をしてしまぅと、管理情報の一部の

みが更新された状態となってしまぅ。このよぅな不完全な管理情報では、交替処理な

どの適切な光ディスク の記録・再生の管理を行ぅことができないため、情報記録媒体

への記録・再生が全くできなくなってしまぅ。

００76 ここで、光ディスク では、複数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なくとも管理

領城の記録容呈に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑

において連続した領城として配置されている。

００77 これにより、管理情報記録領城を、少なくとも管理領城の記録容呈に応じ、屑間分

離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城として配

置されているので、屑間ジャンプが不要となり、短時間で管理情報の記録または再生

が可能となる。また、連続する領城に管理情報を記録するため、短時間で記録が完

了し、記録途中で電源を切ってしまぅ等の誤操作が発生する確率が非常に低くなる。

００78 以上のよぅに、管理領城における管理情報記録領城を、少なくとも前記管理領城の



記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑におい

て連続した領城として配置するよぅにすれば、該同一の記録屑において連続した領

城を優先的に使用することで、屑間ジャンプを行ぅ必要性がほとんどなくなるので、迅

速に記録・再生することが可能となる。

００79 よって、2屑以上の記録屑を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記

録・再生が可能となる情報記録媒体を提供することができる。

００8０ 実施の形態2

本発明の他の実施の形態について図5～図9に某づいて説明すれば、以下の通り

である。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態

と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態 の図面に示した部材と同

一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。

００8 1 まず、図5は、本発明の実施の一形態における光ディスク記録再生装置2０の構成

の概要を示すブロック図である。また、図6は、光ディスク記録再生装置2０の制御回

路 7の構成を示すブロック図である。

００82 図5に示すよぅに、光ディスク記録再生装置2０は、ピックアッ 2、再生回路 (管理

情報取得手段 ) 3、復号回路 (管理情報取得手段 ) 4、記録・再生制御回路 (管理情

報取得手段、管理情報記録手段 ) 5、ザ一ボ回路 (管理情報取得手段、管理情報記

録手段 ) 6及び制御回路 (管理情報取得手段、正否判定手段、管理情報記録制御手

段、領城状況判定手段 ) 7を備える構成である。

００83 また、図6に示すよぅに、制御回路 7は、管理情報取得部 (管理情報取得手段 )

管理情報記録制御部 (管理情報記録制御手段 ) 9及び記録部 ０備える構成である。

００84 管理情報取得部8は、図6に示すよぅに、 S取得部 (管理情報取得手段 ) 8 、正

成である。

００85 管理情報記録制御部9ほ、図6に示すよぅに、アクセス屑選択部 (管理情報記録制

御手段 ) 9 、領城状況判定部 (領城状況判定手段 ) 92及び管理情報領城選択部 (

管理情報記録制御手段 ) 93を備える構成である。

００86 光ディスク は、菩換え可能な屑を3屑有する光ディスクである。情報は、ピックアッ



2から光ディスク に照射されるレーザ光により記録及び再生される。

００8 7 ピックアッ 2 により読み出された情報は、再生回路 3 により、振幅が調整され、所定

のフィルタリング処理が加えられる。再生回路 3の出力は、復号回路4へ送られる。復

号回路4では、再生回路 3の出力を所定の方法により復号処理し、「 」または「０」の2

つのレベルを持つ2値化データヘ変換する。復号処理の方法としては種々のものが

考案されているが、記録密度の高い光ディスクの再生を行ぅ場合、P (Pa a Re

s ponse Maximum ke hood)復号が一般に用いられる。P 復号では、高密度化

による符号間干渉を仮定して復号処理を行ぅので、符号間干渉により信号品質の劣

化した再生信号であっても復号が可能である。

００8 8 復号回路4 の出力は、制御回路 7へ送られるとともに、外部へ出力される。制御回

路 7 は、復号回路4 の出力に某づいて、ザ一ボ回路 6及び記録・再生制御回路 5 に指

令を送る。制御回路 7は、C P (中央処理装置) 、プログラムを格納した O 及び制

御処理に必要な山女 などから構成されている。ザ一ボ回路 6では、制御回路 7の指

令に某づいて、フオ一ヵス、トラッキング、アクセス制御、及び屑間ジャンプ等の制御

を実行する。記録・再生制御回路 5では、制御回路 7の指令に某づいて光ディスク

への情報の記録や、再生を制御する。

００8 9 次ぎに、光ディスク記録再生装置2０の機能の概要について説明する。光ディスク

記録再生装置2０は、実施の形態 で説明した、複数の記録屑 屑～2屑を含ん

でいると共に、 屑～2屑における記録領城であり、かつ光ディスク における情報

の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管理

領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている光ディスク の記録再生装置と

して好適な構成とする。

００9０ 光ディスク記録再生装置2０による記録処理では、光ディスク における複数の管理

情報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離

させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城となるよぅに

記録するよぅに構成する。具体的には、交替管理情報 Sにおける (D。佑c s

) の開始物理アドレスである を上記機能を果すことができるよぅに設定

すれば良い。



００9 1 よって、光ディスク記録再生装置2０は、上述した光ディスク について説明したこと

が同様に実現できるよぅに構成されているため、2屑以上の記録屑を有する情報記録

媒体においても、迅速かつ適切な記録・再生が可能となる光ディスク の光ディスク記

録再生装置2０を提供することができる。

００9 2 また、光ディスク記録再生装置2０は、光ディスク における複数の管理情報記録領

城のぅち、同一の記録屑に連続した領城として配置される領城から優先的に使用す

るよぅに構成する。具体的には、交替管理情報 Sにおける (De佑c s ) の開

始物理アドレスである を上記機能を果すことができるよぅに設定すれば

良い。

００9 3 これにより、同一の屑に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領城を優先

的に使用し、該管理情報記録領城を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情

報記録領城を使用するよぅにしているので、屑間ジャンプによる記録再生時間の増加

を防止するとともに、管理情報記録領城の総上菩き回数を増加させることができる。

００9 4 次に、図5～7に某づき、光ディスク記録再生装置2０の光ディスク における管理情

報の読取り処理について説明する。図7は、光ディスク記録再生装置2０の光ディスク

における管理情報の読取り処理に関するフローチャートである。

００9 5 管理情報の読取り処理は、通常は、光ディスク が光ディスク記録再生装置2０に挿

入された時に実行される (S ) o

００9 6 まず、ステップ5 (以下、「ステップ」は省略する) では、図6 に示す管理情報取得部

8の S取得部8 が、図5に示すザ一ボ回路 6を介してピックアッ 2を移動させ、

０にアクセスする。次ぎに、ピックアッ 2からの再生信号を再生回路 3で処理

した後、復号回路4 により復号する。また、復号結果は制御回路 7の S取得部8

に送られ、 S取得部8 は 一0の内容を認識 (取得)する。また、 S取得

部8 は、 一0に記録されている管理情報を、制御回路 7に含まれる記録部

(管理情報を記録する部分は、 (「a do access memo )などで構成できる)

に一時的に保存してS 2に進む。

００9 7 S では、 S取得部8 が記録部 ０に一時的に保存した ０に記録され

ている管理情報のぅち Sを読み取り(取得) 、読み取り結果を正否判定部8 2 に送



る。正否判定部8 2は、 S取得部8 から受け取った Sの内容が図3に示すもの

と一致しているか否かにより、 一0が正しく読み取れたか否かを判断 (判定)す

る。

００98 ここで、 一0が読取り不能であった場合、前述のよぅに 2 ０に記録さ

れている Sを代替して使用することになるが、ここでは、 一0が読取り可能

であるとして説明する。

００99 この場合、正否判定部8 2が 「正しく読み取れた」旨を S取得部8 を介して

取得部8 3に通知してS 3に進む。なお、ここでは、 S取得部8 を介在させたが、

正否判定部8 2が直接 取得部8 3に通知するよぅ構成しても良い。

０1００ なお、「 一0が読取り不能であった場合 (管理情報が正しく取得されない場

合 ) 」の具体例としては、記録時のレーザパワーの不良により記録に失敗した場合や

管理情報記録領城に欠陥が存在した場合などが考えられる。このよぅな場合であっ
ても、管理情報記録領城はュ一ザ記録領城と典なり、交替処理が行われないため、

管理情報が正しく取得されない。

０1０1 この場合、 一0が正常に読取れているので、 屑の残りの3つの 2

０～4 ０に記録されている管理情報 (全て同一の管理情報が記録されている) につ

いては必ずしも読取る必要はない。

０1０2 S 3では、 取得部8 3が、記録部 ０に一時保存されている Sの

を読み取ってS 4に進む。

０1０3 図2に示すよぅに、 一0には、 ～6までの6つの 領城が存在する

が、それらの内の使用すべき の開始物理アドレスが、 一 に記録され

ている。使用すべき の開始物理アドレスを認識できれば、使用すべき がど

の屑に存在するかも認識できる。

０1０4 S4では、 取得部8 3が、使用すべき が 屑に存在するか否かを判断し、

使用すべき が 屑に存在する場合には、S 6 に進む。一方、使用すべき

が 屑に存在しない場合にはS 5に進む。なお、S 4で 取得部8 3が、使用すべ

き が 屑に存在するか否かを判断する動作が必要なのは、 Sが、 屑に

記録されているため、使用すべき が 屑に存在しない場合、 Sと典なる屑



ヘアクセスする必要があるためである。

０1０5 S 5では、 取得部 8 3 が、 が 屑に存在しないと判断した場合、ザ一ボ回

路 6 を駆動して屑間ジヤンプを実行させ5 6 に進む。屑間ジヤンプは、より具体的には

、ピックアッ 2 に含まれる対物レンズを移動させることにより、光スポット位置をある屑

から他の屑へ移動させるものである。

０1０6 例えば、 ～6 は図2 に示すよぅに配置されているので、 3又は 4を使

用する必要がある場合、 屑へ屑間ジヤンプし、 5又は 6を使用する必要

がある場合、 2屑に屑間ジヤンプする。使用すべき が 屑に存在する場合、

屑間ジヤンプは実行しない。

０1０7 S 6 では、 取得部 8 3 が、ザ一ボ回路 6 を駆動させて から読み取一 っ
た の開始物理アドレスヘアクセスしS 7 に進む。

０1０8 S 7では、 取得部 8 3 が、再生回路 3及び復号回路4 を介して を読み取り「

」となる。

０1０9 ここで、本実施形態において用いる光ディスク の は図2 に示すよぅに、同一の

屑に連続して配置されている。よって、 を読み取る際には、 開始物理アドレ

スから連続する 2クラスタを読み取ればよい。

０1 1０ 本実施形態による光ディスク記録再生装置2０では、図2 に示す 配置を有する

光ディスク と組合せて使用されるので、屑間ジヤンプを途中に行ぅことなく、一括して

を読み出すことができる。

０1 1 1 また、以上の読取り処理のプログラムは、制御回路 7 に含まれる記録部 ０(プログラ

ムを記録する部分は、 (「。a d O n memo )で構成されていることが好ま 、。

に記憶されており、それをC P (cen a P ocess ng Un :不図示) により実行すること

により実現される。読取り処理により、交替処理に必要な情報が全て光ディスク記録

再生装置2０に読み取られたので、これ以降適切な交替処理が実行できる。

０1 12 以上のよぅに、光ディスク記録再生装置2０の管理情報取得部 8 ( S取得部 は

取得部 83) は、光ディスク の 屑～2屑における 一０～
2から構成される9 6 クラスタの記録領域が、 S及び ～6 の7つの情報を記録

する領城に分割されており、 S及び ～6 のそれぞれが、 一０～



の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録

屑において連続した領城として配置されている7っの情報を記録する領城から優先

的に管理情報を取得するよぅに構成することができる。

０113 例えば、正否判定部 ( E否判定手段 ) 8 2は、 S取得部8 が取得した Sより、

一0に記録された管理情報 (管理情報 ) が正しく取得されたものであるか否か

を判定するよぅに構成する。

０114 S取得部8 は、正否判定部82が、 一0に記録された管理情報が正しく

取得されたものでないと判定した場合に、っぎに優先度の高い から管理

情報を取得するよぅすれば良い。

０115 これにより、 S取得部8 は、複数の管理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に

連続した領城として配置される領城から優先的に管理情報を取得し、正否判定部8 2

は、 S取得部8 が取得した管理情報が正しく取得されたものであるか否かを判定

する。

０116 また、光ディスク記録再生装置2０は、正否判定部 ( E否判定手段 ) 8 2は、 取

得部8 3が取得した が正しく取得されたものであるか否かを判定するよぅに構成

しても良い。

０117 この場合、 取得部8 3は、正否判定部8 2が、 が正しく取得されたもので

ないと判定した場合に、っぎに優先度の高い から管理情報を取得するよ

ぅすれば良い。

０118 これにより、 取得部8 3は、複数の管理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に

連続した領城として配置される領城から優先的に管理情報を取得し、正否判定部8 2

は、 S取得部8 が取得した管理情報が正しく取得されたものであるか否かを判定

する。

０119 以上より、同一の屑に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領城を優先的

に使用し、該管理情報記録領城を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報

記録領城を使用するよぅ こすれば、屑間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止

するとともに、管理情報記録領域の総上苦き回数を増加させることができる。

０12０ また、正否判定部8 2が、管理情報が正しく取得されたものか否かの判定を行なぅの



で、適切な管理情報領城にて管理情報を取得することが可能となる。

０12 1 次に、図5、図6、図8及び図9に基づき、光ディスク記録再生装置2０における管理

情報の記録処理に関する動作について説明する。管理情報の記録処理に関する動

作のフローチヤートを図8及び図9に示す。

０122 管理情報の記録処理は、通常は、光ディスク の記録領城に欠陥などが生じ、

S及び を更新する必要が生じた際に実行されるが、ュ一ザ情報の再生等を行っ
ている際には、その再生を優先させ、空き時間に記録処理を行ぅよぅにしてもよい。

０123 まず、図8で、管理情報の記録処理の大まかなフローについて説明し、次ぎに、図9

で、管理情報の記録処理の細かいフローについて説明する。

０124 まず、5 では、ザ一ボ回路 6が、制御回路 7からの指令により、ピックアッ 2を移

動させて 一0にアクセスし、S 2に進む。また、 屑以外の屑を記録再生し

ていた場合は、 屑への屑間ジヤンプも併せて実行するよぅに構成する。

０125 S 2では、制御回路 7が、記録すべき S 及び 2の情報を記録・再

生制御回路 5に与え、記録・再生制御回路 5は、これらの情報を、パルス別に変換し

た記録信号をピックアップ2に出力する。ピックアッ 2では、これらのパルス別に基づ

いて、ピックアッ 2に含まれるレーザを発光させ、 S 及び 2を光ディ

スク に記録するしてS 3に進む。

０126 ここで、 S 及び 2の全てが記録されるのではなく、これらのぅち、更

新する必要があるものだけが記録されるよぅに構成する。例えば、 Sは

または、S P が変更された場合に更新されるよぅにする。これにより、それ以

外の場合では更新されないため、ステップS 2において Sの (更新)記録は実行

されない。

０127 一方、例えば、 を使っていたが、所定回数以上の上菩きを行ったため、

2を使ぅことになった場合は、 Sの が更新される。これに伴い、ステッ

プS 2において Sが、記録 (更新) される。また、 及び 2については、

使用されている のみが更新されるよぅに構成する。

０128 すなわち、 を使用しており、 2を使用していない場合は、ステップS 2に

おいて のみが記録 (更新) されるよぅにする。同様に、 2を使用しており、



は使用していない場合、ステッ 2においては、 2のみが記録 (更新) さ

れ、 は記録 (更新) されないよぅにする。

０129 S 3では、制御回路 7が、全ての管理情報が記録されたか否かを判断する。全ての

管理情報が記録された場合には「 S」となり「 」となる。一方、一部の管理情

報が記録されていない場合には、S 4に進む。

０13０ S 4では、以上のフローで 一0を記録したのみなので、制御回路 7がザ一ボ

回路 6を駆動して次領城にアクセスして、ステップS 2により記録を実行し、以上のフ

ローを繰り返し、全ての管理情報領城の記録が終了した場合、記録処理を終了し「

」となる。ここで、次領城としては、同じ 屑にある、 2 ０が選択される。

０13 1 以下、 3 ０及び 4 ０と同じ 屑の管理情報領城の記録を行ない、

その後、 屑の管理情報領城、 2屑の管理情報領城を記録していく。ただし、

屑及び 2屑には、 3～6が記録されるので、これらの が使用されていない

場合、アクセス及び記録は実行する必要がない。なお、全ての管理情報が記録され

たか否かの判断は、制御回路 7が行なぅ。

０132 次に、図9に某づき、光ディスク記録再生装置2０における管理情報の記録処理に

関する動作の細かいフローについて説明する。

０133 まず、図8のフローと同様、管理情報の記録処理は、通常は、光ディスク の記録領

域に欠陥などが生じ、 S及び を更新する必要が生じた際に実行されるが、ュ
一ザ情報の再生等を行っている際には、その再生を優先させ、空き時間に記録処理

を行ぅよぅにしてもよい。

０134 S 2 では、図6に示すアクセス屑選択部9 が、ザ一ボ回路 6を駆動し、 屑にアク

セスして、S 22に進む。

０135 S 22では、領城状況判定部9 2が、記録部 ０に記録されている「 S、並びに、各

の更新回数及びェラ一の発生状況」に関する情報を参照して、 SSのェラ一

発生状況を確認してS 2 3に進む。なお、「 S、並びに、各 の更新回数及びェ
ラ一の発生状況」に関する情報は、図7で説明した、光ディスク記録再生装置2０の読

み取り処理に関する動作において、正否判定部8 2が 「正しく読み取れなかった」と判

定した場合に、記録部 ０にェラ一が発生した旨記録するよぅにする。また、それぞれ



の SSの更新回数は、図7で説明した、 SSを更新する際に、記録部 ０に記録す

れば良く、このとき、各 の更新回数も記録されることになる (図4の C参

，昭、) ０

０136 S 23で、領城状況判定部9 2が、「 Sにェラ一が発生した (例えば、 Sに欠陥

が生じた場合 ) 」と判定した場合には、「 S」となり、S 24に進む。

０137 S 24では、アクセス屑選択部9 が、ザ一ボ回路 6を駆動して、アクセス先を 屑に

変更し、以下、図9に示すフローと同様のフローを繰り返す。

０138 一方、S 23で、領城状況判定部9 2が、「 Sにェラ一が発生した (例えば、 S

に欠陥が生じた場合 ) 」と判定しなかった場合には、「 O」となり、S 2 5に進む。

０139 S 2 5では、領城状況判定部9 2が、記録部 ０に記録されている「 S、並びに、各

の更新回数及びェラ一の発生状況」に関する情報を参照して、 のェラ一

発生状況及び更新回数を確認してS 2 6に進む。

０14０ S 26では、領城状況判定部9 2が 「 にェラ一が発生した」と判定した場合には

、「 S」となり、S 2 7に進む。

０14 1 一方、S 26で、領城状況判定部9 2が 「 にェラ一が発生した」と判定しなかっ
た場合には、「 O」となり、S 29に進む。

０142 S 29では、領城状況判定部9 2が、記録部 ０に記録されている「 S、並びに、各

の更新回数及びェラ一の発生状況」に関する情報を参照して、 が、所定

の更新回数を超えているか否かを確認する。

０143 S 29で、領城状況判定部9 2が、「 が、所定の更新回数を超えている」と判定

した場合には、「 S」となり、S 2 7に進む。

０144 一方、S 29で、領城状況判定部9 2が、「 の更新回数が、所定の更新回数以

下」と判定した場合には、「 O」となり、管理情報記録制御部9にその旨を送り、S 3

に進む。

０145 S 3 では、管理情報領城選択部9 3が、領城状況判定部9 2より「 の更新回数

が、所定の更新回数以下」と判定した旨を受け取り、記録・再生制御回路 5を駆動し

て、 の管理情報を更新し、「 」となる。

０146 次に、S 2 7では、アクセス屑選択部9 が、ザ一ボ回路 6を駆動して、 2にアク



セスする。次ぎに、領城状況判定部9 2は、記録部 ０に記録されている「 S、並び

に、各 の更新回数及びェラ一の発生状況」に関する情報を参照して、 2の

ェラ一発生状況を確認してS 28に進む。

０147 S 28では、領城状況判定部9 2が、「 2にェラ一が発生した (例えば、 2に

欠陥が生じた場合 ) 」と判定した場合には、「 S」となり、S 24に進む。

０148 一方、S 28で、領城状況判定部9 2が 「 2にェラ一が発生した」と判定しなかっ
た場合には、「 O」となり、S 3０に進む。

０149 S 3０では、領城状況判定部9 2が、記録部 ０に記録されている「 S、並びに、各

の更新回数及びェラ一の発生状況」に関する情報を参照して、 2が、所定

の更新回数を超えているか否かを確認する。

０15０ S 3０で、領城状況判定部9 2が、「 2が、所定の更新回数を超えている」と判定

した場合には、「 S」となり、S 24に進む。

０15 1 一方、S 3０で、領城状況判定部9 2が、「 2更新回数が、所定の更新回数以下

」と判定した場合には、「 O」となり、管理情報記録制御部9にその旨を送り、S 3 2進

む。

０152 S 3 2は、管理情報領城選択部9 3が、領城状況判定部9 2より「 2更新回数が、

所定の更新回数以下」と判定した旨を受け取り、記録・再生制御回路 5を駆動して、

2管理情報を更新し、「 」となる。

０153 以上のよぅに、光ディスク記録再生装置2０は、光ディスク に対して管理情報の記

録を行ぅ記録・再生制御回路 5と、管理情報の記録の際に、複数の管理情報記録領

城のそれぞれの更新回数又はェラ一の発生状況を判定する領城状況判定部9 2と、

領城状況判定部9 2が、更新回数が所定回数を超えた、又は管理情報記録領城に

ェラ一が発生したことを示すェラ一判定を行なった場合に、該ェラ一判定が行なわ

れた管理情報記録領城とは別の、該ェラ一判定が行なわれなかった管理情報記録

領城に対して、記録・再生制御回路 5により管理情報を記録させると共に、前記ェラ

一判定が行なわれた管理情報記録領城のぅち更新回数が所定回数以下の領城を、

有効な記録領城に更新する管理情報記録制御部9とを備えていることが好ま 、。

０154 以上の構成によれば、更新回数やェラ一状況などに応じて、ェラ一判定が行なわ



れた管理情報記録領城から、適切な管理情報記録領城に変更して管理情報を記録

することができる。即ち前記の管理情報記録領城の更新回数によってオーバーライト

(上菩き) 回数を知ることができ、その回数が、ある値以上になった場合や、欠陥など

により正しく管理情報を読み取れなくなった管理情報記録領城を交替させていくこと

ができる。

０155 前記のように管理情報記録領城を交替させることで、オーバーライト回数の限界を

克服することや、欠陥などの不具合を回避して信頼性の高い、交替処理による記録

再生を行うことができる。

０156 実施の形態3

本発明のさらに他の実施の形態について図 ０に某づいて説明すれば、以下の通

りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形

態 及び2と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態 及び2の図面に

示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を

省略する。

０157 本実施形態の光ディスク においては、 を図 ０のように配置している。 S

2 3、及び 4は、実施の形態 と同一であるが、 4の後

に 7の一部を配置している。

０158 さらに、 の先頭から 7の残りの部分を配置している。更に、その後ろ

に 5及び 6を配置している。

０159 実施の形態 と典なっているのは、 7が 屑と 2屑との両方に含まれている

点である。このため、前述のように、 7を使用する際には、 屑と 2屑との間で

屑間ジヤンプが必要となる。しかしながら、実施の形態 においては、 は6つしか

確保できなかったのに対して、実施の形態2では、7つの が確保できるとレぢ利

点がある。 つの の上菩き可能回数を ０００回とすれば、 が 6つの場合、合

き 6０００回の上菩きで光ディスク自体が使用不能となるが、 が 7つあれば、合計

7０００回の上菩きが可能となる。

０16０ 更に、 屑と 2屑との両方に含まれるのは 7であるので、最後に使用される

である。それ以外の から 6は全て、同一の屑に連続して記録されてい



る。このため、 ～6を使用している間は、実施の形態2においても、各 の全

ての情報が つの屑に含まれるので、屑間ジヤンプは不要であり、実施の形態 と比

較して、記録再生に時間がかかるとレぢ問題は発生しない。

０16 1 すなわち、同一の屑に連続して記録される を優先的に使用し、2つの屑に含ま

れる はそれらの を使用し尽くした後に使用するようにしているので、屑間ジ

ヤンプによる記録再生時間の増加を防止するとともに、 の総上菩き回数を増加

できる。

０162 実施の形態2による光デイスク を用いる場合も、光デイスク記録再生装置2０の動

作は、ほぼ同一である。ただし、 7の記録再生を行なう場合、 7の一部は、

屑に存在し、残りは 2屑に存在するので、 屑で 7の一部を記録再生した

後、 2屑に屑間ジヤンプを行なって、 7の残りの部分を記録再生する必要があ

る。

０163 これらの 7に対する付加的な処理を制御回路 7の O にプログラムとして格

納しておけばよい。

０164 以上、纏めると、光デイスク は、複数の管理情報記録領城のうちの つ以上の領城

が、複数の記録屑のうちの少なくとも2つ以上の記録屑に分離して配置されていても

良い。

０165 これにより、管理領城が分割された複数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なく

とも管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一

の記録屑において連続した領城として配置されている又は配置する光デイスク にお

いて、複数の管理情報記録領城のうちの つ以上の領城が、複数の記録屑のうちの

少なくとも2つ以上の記録屑に分離して配置されている。

０166 よって、同一の記録屑において連続した領城として配置されている管理情報記録

領城を優先的に使用することで、屑間ジヤンプによる記録再生時間の増加を防止す

ることができる。また、同一の記録屑において連続した領城として配置不能となった

記録領城も有効に活用することで (複数の管理情報記録領城のうちの つ以上の領

域が、前記複数の記録屑のうちの少なくとも2つ以上の記録屑に分離して配置する)

管理情報の総上菩き回数を増加させることができる。例えば、 つの管理情報の上菩



き可能回数を ０００回とすれば、複数の管理情報領城のぅちの つ以上の領城が、

前記複数の記録屑のぅちの少なくとも2つ以上の記録屑に分離して配置されているの

で、屑間ジャンプを行なぅ必要があるものの、少なくとも、 ０００回以上、上菩き可能

回数を増加させることができる。

０167 実施の形態4

本発明のさらに他の実施の形態について図 及び図 2に某づいて説明すれば、

以下の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記

実施の形態 ～3と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態 ～3の図

面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説

明を省略する。

０168 実施の形態4の光ディスク においては、8屑を有する菩換え可能な光ディスク の

を図 のよぅに配置している。 屑当り必要な 記録領城の大きさを、4クラ

スタとすると、8屑では は3 2クラスタ必要となる。このため、各層の管理情報領城

が 3 2クラスタの場合、 が同一の屑に連続して記録されるためには、8屑が上限

である。

０169 図 の に示すよぅに、8屑を有する光ディスク においても、同一の屑に連続

して を記録することが可能である。しかし、この場合、 は 屑でなく、

屑に記録されることになる。通常、ュ一ザ情報は 屑から記録開始されるため、最初

に使用される すなわち も、 屑に記録されるのが望ましい。 が

屑に記録されていれば、ュ一ザ情報の記録再生も、管理情報の記録再生も全て

屑のみで実行できるといぅ利点がある。

０17０ 図 2に を 屑に配置した実施形態を示す。図 2では、 が 屑に連

続して記録されるよぅに管理情報領城を3 2クラスタから3 6クラスタに拡張している。管

理領城を拡張すると、そのために余分に領城を消費してしまぅといる不利益があるが

屑に連続して を配置できるとレぢ利点がある。図 を用いるか、図 2を用

いるかは、これらの観点を総合して決定すればよい。

０17 1 なお、本発明の情報記録媒体は、複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記

録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理す



るための管理情報を記録するための記録領城である管理領城が、複数の管理情報

記録領域に分剖されている情報記録媒体であって、前記複数の管理情報記録領域

のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく

配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城として配置されていても

良い。

０172 また、本発明の管理情報記録方法は、複数の記録屑を含んでいると共に、該複数

の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管

理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領城が、複数の管理

情報記録領城に分割されている情報記録媒体に該管理情報を記録する管理情報記

録方法であって、前記複数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理

領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑

において連続した領域となるよぅに記録しても良い。

０173 また、前記管理情報は、自媒体における欠陥管理を行なぅための情報である欠陥

管理情報を含んでいても良い。なお、「欠陥管理情報」は、例えば、管理領城の例で

あるディフェクトマネジメントエリア (de佑c management a ea :欠陥管理領城 ) に

記録される S (d sc denn on S uc u e :交替管理情報 ) や (De佑c s :欠陥

リスト) など、交替処理に必要な情報であれば、どのよぅな情報であっても良い。

０174 は、傷その他の欠陥 (ディフェクト) 等により、情報記録媒体上のある記録領

域 (エリア) が記録・再生できなくなった場合、その記録・再生できなくなったェリア (欠

陥エリア) のアドレスを、ディフェクト情報として記録したり、さらには欠陥エリアに代え

る交替エリア (交替領城 ) を用意する場合には、その交替エリアのアドレスを記録した

りして、欠陥管理を行なぅための情報、すなわち、交替処理に用いる管理情報を記録

する領城である。

０175 また、「欠陥管理情報」には、記録・再生できなくなったェリア (欠陥エリア) のアドレ

スを、ディフェクト情報として記録したりするよぅな、自媒体における欠陥管理を行なぅ

ための情報ではあるが、厳密には「交替処理」とは言えないよぅな情報処理を含む概

念である。

０176 前記構成及び方法によれば、情報記録媒体は、複数の記録屑を含んでいると共に



、該複数の記録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の記録及び再

生を管理するための管理情報を記録するための記録領城である管理領城が、複数

の管理情報記録領城に分割されている。

０177 ところで、特定の管理情報記録領城が多層 (記録屑 ) 間に跨って存在している場合

、該管理情報記録領城から欠陥管理などの情報記録媒体の記録・再生の管理に必、

要な管理情報 ( 組の管理情報 ) のすべてを読み取るには、各層間で読取りの光スポ

ット位置を移動させる、いわゆる屑間ジャンプを行ぅ必要が生じる。

０178 この屑間ジャンプを行なぅと、光スポット位置を各層間で移動する以外にも、カバー

屑厚などが変わることに起因する光学的な調整等が必要となるため、長い時間を要

することになる。

０179 更には、このよぅな管理情報を情報記録媒体の記録再生装置にて記録する際には

、特定の記録屑に管理情報の一部を記録した後、他の記録屑に管理情報の残りの

部分を記録しなければならない。しかしながら、その記録が完了する前に、記録再生

装置の電源を切ってしまぅ等の誤操作をしてしまぅと、管理情報の一部のみが更新さ

れた状態となってしまぅ。このよぅな不完全な管理情報では、交替処理などの適切な

自媒体の記録・再生の管理を行ぅことができないため、情報記録媒体への記録・再生

が全くできなくなってしまぅ。

０18０ ここで、本発明の情報記録媒体又は管理情報記録方法では、前記複数の管理情

報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離さ

せることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城として配置さ

れている又は配置する。

０18 1 前記構成又は方法によれば、管理情報記録領城を、少なくとも前記管理領城の記

録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において

連続した領城として配置されている又は配置するので、屑間ジャンプが不要となり、

短時間で管理情報の記録または再生が可能となる。また、連続する領城に管理情報

を記録するため、短時間で記録が完了し、記録途中で電源を切ってしまぅ等の誤操

作が発生する確率が非常に低くなる。

０182 以上のよぅに、管理領城における管理情報記録領城を、少なくとも前記管理領城の



記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑におい

て連続した領城として配置するよぅにすれば、該同一の記録屑において連続した領

城を優先的に使用することで、屑間ジャンプを行ぅ必要性がほとんどなくなるので、迅

速に記録・再生することが可能となる。

０183 よって、2屑以上の記録屑を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記

録・再生が可能となる情報記録媒体を提供することができる。

０184 また、本発明の情報記録媒体は、前記構成に加えて、前記複数の管理情報記録

領城のぅちの つ以上の領城が、前記複数の記録屑のぅちの少なくとも2つ以上の記

録屑に分離して配置されていても良い。

０185 また、本発明の管理情報記録方法は、前記構成に加えて、前記複数の管理情報

記録領城のぅちの つ以上の領城が、前記複数の記録屑のぅちの少なくとも2つ以上

の記録屑に分離するよぅ こ前記管理情報を記録しても良い。

０186 前記構成又は方法によれば、管理領城が分割された複数の管理情報記録領城の

それぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく配

置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城として配置されている又は

配置する情報記録媒体又は管理情報記録方法において、前記複数の管理情報記

録領城のぅちの つ以上の領城が、前記複数の記録屑のぅちの少なくとも2つ以上の

記録屑に分離して配置されており、又は分離するよぅに前記管理情報を記録する。

０187 前記構成又は方法によれば、同一の記録屑において連続した領城として配置され

ている管理情報記録領城を優先的に使用することで、屑間ジャンプによる記録再生

時間の増加を防止することができる。また、同一の記録屑において連続した領城とし

て配置不能となった記録領域も有効に活用することで (複数の管理情報記録領城の

ぅちの つ以上の領城が、前記複数の記録屑のぅちの少なくとも2つ以上の記録屑に

分離して配置する) 管理情報の総上菩き回数を増加させることができる。例えば、 つ

の管理情報の上菩き可能回数を ０００回とすれば、複数の管理情報領城のぅちの

つ以上の領城が、前記複数の記録屑のぅちの少なくとも2つ以上の記録屑に分離し

て配置されているので、屑間ジャンプを行なぅ必要があるものの、少なくとも、 ０００回

以上、上菩き可能回数を増加させることができる。



０188 また、本発明の記録再生装置は、複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記

録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理す

るための管理情報を記録するための記録領城である管理領城が、複数の管理情報

記録領城に分割されている情報記録媒体であって、前記複数の管理情報記録領城

のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく

配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城となるよぅに記録しても良

０189 前記構成によれば、記録再生装置は、前記複数の管理情報記録領城のそれぞれ

を、可能な限り、少なくとも前記管理領城の記録容呈に応じ、屑間分離させることなく

配置できる限界まで、同一の記録屑において連続した領城となるよぅに記録する。

０19０ よって、上述した情報記録媒体及び管理情報記録方法について説明したことが同

様に実現できるため、2屑以上の記録屑を有する情報記録媒体においても、迅速か

つ適切な記録・再生が可能となる情報記録媒体の記録再生装置を提供することがで

きる。

０19 1 また、本発明の記録再生装置は、前記構成に加えて、前記情報記録媒体に対して

前記管理情報の記録を行ぅ管理情報記録手段と、前記管理情報の記録の際に、前

記複数の管理情報記録領城のそれぞれの更新回数又はェラ一の発生状況を判定

する領城状況判定手段と、前記領城状況判定手段が、前記更新回数が所定回数を

超えた、又は管理情報記録領城にェラ一が発生したことを示すェラ一判定を行なっ
た場合に、該ェラ一判定が行なわれた管理情報記録領城とま乃りの、該ェラ一判定が

行なわれなかった管理情報記録領城に対して、前記管理情報記録手段により前記

管理情報を記録させると共に、前記ェラ一判定が行なわれた管理情報記録領城のぅ

ち前記更新回数が前記所定回数以下の領城を、有効な記録領城に更新する管理

情報記録制御手段とを備えていても良い。

０192 前記構成によれば、管理情報記録手段は、前記情報記録媒体に対して前記管理

情報の記録を行ぅ。また、領城状況判定手段は、前記管理情報の記録の際に、前記

複数の管理情報記録領域のそれぞれの更新回数又はェラ一の発生状況を判定す

る。



さらに、管理情報記録制御手段は、前記領城状況判定手段が、前記更新回数が

所定回数を超えた、又は管理情報記録領城にェラ一が発生したことを示すェラ一判

定を行なった場合に、該ェラ一判定が行なわれた管理情報記録領城とは別の、該ェ
ラ一判定が行なわれなかった管理情報記録領城に対して、前記管理情報記録手段

により前記管理情報を記録させる。

一方、前記ェラ一判定が行なわれた管理情報記録領城のぅち前記更新回数が前

記所定回数以下の領域を、有効な記録領域に更新する。

以上の構成によれば、史新回数やェラ一状況などに応じて、ェラ一判定が行なわ

れた管理情報記録領城から、適切な管理情報記録領城に変更して管理情報を記録

することができる。即ち前記の管理情報記録領城の更新回数によってオーバーライト

(上菩き) 回数を知ることができ、その回数が、ある値以上になった場合や、欠陥など

により正しく管理情報を読み取れなくなった管理情報記録領城を交替させていくこと

ができる。

1 前記のよぅに管理情報記録領城を交替させることで、オーバーライト回数の限界を

克服することや、欠陥などの不具合を回避して信頼性の商い、交替処理による記録

再生を行ぅことができる。

また、本発明の記録再生装置は、複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記

録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理す

るための管理情報を記録するための記録領城である管理領城が、複数の管理情報

記録領城に分割されている情報記録媒体の記録再生装置であって、前記複数の管

理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に連続した領城として配置される領城から優

先的に使用しても良い。

前記構成によれば、同一の屑に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領

城を優先的に使用し、該管理情報記録領城を使用し尽くした後に、多層間に分離し

た管理情報記録領城を使用するよぅにしているので、屑間ジャンプによる記録再生時

間の増加を防止するとともに、管理情報記録領城の総上菩き回数を増加させることが

できる。

また、本発明の記録再生装置は、複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記



録屑における記録領城であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理す
るための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報

記録領城に分割されている情報記録媒体の記録再生装置であって、前記複数の管

理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に連続した領城として配置される領城から優

先的に前記管理情報を取得する管理情報取得手段と、前記管理情報取得手段が取

得した前記管理情報が正しく取得されたものであるか否かを判定する正否判定手段

と、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得されたものでないと判定した場

合に、前記管理情報取得手段は、つぎに優先度の高い管理情報記録領城から前記

管理情報を取得しても良い。

０2００ 前記構成によれば、管理情報取得手段は、前記複数の管理情報記録領城のぅち、

同一の記録屑に連続した領城として配置される領城から優先的に前記管理情報を

取得し、正否判定手段は、前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正し

く取得されたものであるか否かを判定する。

０2０1 ここで、「管理情報が正しく取得されない場合」としては、例えば、記録時のレーザ

パヮ一の不良により記録に失敗した場合や管理情報記録領城に欠陥が存在した場

合などが考えられる。このよぅな場合であっても、管理情報記録領城はュ一ザ記録領

域と典なり、交替処理が行われないため、管理情報が正しく取得されない。

０2０2 また、前記管理情報取得手段は、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取

得されたものでないと判定した場合に、つぎに優先度の高い管理情報記録領城から

前記管理情報を取得する。

０2０3 以上より、同一の屑に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領城を優先的

に使用し、該管理情報記録領域を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報

記録領城を使用するよぅにすれば、屑間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止

するとともに、管理情報記録領城の総上菩き回数を増加させることができる。

０2０4 また、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得されたものか否かの判定

を行なぅので、適切な管理情報領城にて管理情報を取得することが可能となる。

０2０5 なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した

範囲で種々の変更が可能であり、典なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手



段を適宜細み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれ

る。

産業上の禾 用可能，吐

本発明は、各種情報を記録する情報記録媒体に適用できる。具体的には、磁気テ

ープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ一 (登録商標 ) ディスクノハードディスク

等の磁気ディスクやコンパクトディスクー O O デジタルビデオデイス

クノコンパクトディスクー 等の光ディスクを含むディスク系、Cカード(メモリカードを

含む) 光カード等のカード系、あるいはマスク O P O P O ノフ

ラッシ O 等の半導体メモり系などに適用することができる。



請求の範囲

複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、か

つ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するため

の記録領城である管理領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記

録媒体であって、

前記複数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容

呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続

した領城として配置されていることを特徴とする情報記録媒体。

2 前記複数の管理情報記録領城のぅちの つ以上の領城が、前記複数の記録屑のぅ

ちの少なくとも2つ以上の記録屑に分離して配置されていることを特徴とする請求項

に記載の情報記録媒体。

3 前記管理情報は、自媒体における欠陥管理を行なぅための情報である欠陥管理情

報を含んでいることを特徴とする請求項 又は2に記載の情報記録媒体。

4 複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、か

つ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するため

の記録領城である管理領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記

録媒体の記録再生装置であって、

前記複数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容

呈に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続

した領城となるよぅに記録することを特徴とする記録再生装置。

5 前記情報記録媒体に対して前記管理情報の記録を行ぅ管理情報記録手段と、

前記管理情報の記録の際に、前記複数の管理情報記録領城のそれぞれの更新回

数又はェラ一の発生状況を判定する領城状況判定手段と、

前記領城状況判定手段が、前記更新回数が所定回数を超えた、又は管理情報記

録領城にェラ一が発生したことを示すェラ一判定を行なった場合に、該ェラ一判定

が行なわれた管理情報記録領城とま乃りの、該ェラ一判定が行なわれなかった管理

情報記録領城に対して、前記管理情報記録手段により前記管理情報を記録させると

共に、前記ェラ一判定が行なわれた管理情報記録領城のぅち前記更新回数が前記



所定回数以下の領城を、有効な記録領城に更新する管理情報記録制御手段とを備

えていることを特徴とする請求項4に記載の記録再生装置。

6 複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、か

つ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するため

の記録領城である管理領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記

録媒体の記録再生装置であって、

前記複数の管理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に連続した領城として配置さ

れる領城から優先的に使用することを特徴とする記録再生装置。

7 複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、か

つ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するため

の記録領城である管理領城が、複数の管理情報記録領城に分割されている情報記

録媒体の記録再生装置であって、

前記複数の管理情報記録領城のぅち、同一の記録屑に連続した領城として配置さ

れる領城から優先的に前記管理情報を取得する管理情報取得手段と、

前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正しく取得されたものであるか

否かを判定する正否判定手段と、

前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得されたものでないと判定した場

合に、前記管理情報取得手段は、つぎに優先度の高い管理情報記録領城から前記

管理情報を取得することを特徴とする記録再生装置。

8 複数の記録屑を含んでいると共に、該複数の記録屑における記録領城であり、か

つ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するため

の記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に分剖されている情報記

録媒体に該管理情報を記録する管理情報記録方法であって、

前記複数の管理情報記録領城のそれぞれが、少なくとも前記管理領城の記録容

量に応じ、屑間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録屑において連続

した領城となるよぅに記録することを特徴とする管理情報記録方法。

9 前記複数の管理情報記録領城のぅちの つ以上の領城が、前記複数の記録屑のぅ

ちの少なくとも2つ以上の記録屑に分離するよぅに前記管理情報を記録することを特



徴とする請求項8に記載の管理情報記録方法。
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