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(57)【要約】
【課題】追記型光ディスク及び上記ディスク上に管理情
報を記録する方法及び装置を提供する。
【解決手段】ファイナライズされる前に管理情報を記録
するために指定された順序で使用される少なくとも１箇
所の一時管理領域を含む記録媒体上に管理情報を記録す
る方法である。少なくとも１箇所の一時管理領域は指定
された順で使用され、一時管理情報は記録媒体の使用状
態に従って更新される一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ
）を含む一時管理情報を一時管理領域に記録する。どの
一時管理領域が現在使用中であるかを指示する目的で、
一時管理領域に対応するアクセスインジケータを、少な
くとも１つの一時管理領域の１つに作成する。アクセス
インジケータは、一時管理領域に記録された最新のＴＤ
ＤＳを含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体上に管理情報を記録する方法であって、前記記録媒体は、前記記録媒体がファ
イナライズされる前に前記管理情報を記録するために指定された順序で使用される少なく
とも１箇所の一時管理領域を含み、前記方法は、
　一時管理情報を一時管理領域に記録するステップであって、前記少なくとも１箇所の一
時管理領域は指定された順で使用され、前記一時管理情報は前記記録媒体の使用状態に従
って更新される一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）を含む、一時管理情報を記録するステ
ップと、
　どの一時管理領域が現在使用中であるかを指示する目的で、前記一時管理領域に対応す
るアクセスインジケータを、前記少なくとも１つの一時管理領域の１つに作成するステッ
プと
　を含み、前記アクセスインジケータは、前記一時管理領域に記録された最新のＴＤＤＳ
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記アクセスインジケータは複数のセクタを含み、前記セクタの少なくとも１つは最新
のＴＤＤＳを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセスインジケータは複数のセクタを含み、前記セクタの１つは最新のＴＤＤＳ
を記録する一時管理領域の位置を識別するＴＤＤＳ位置情報を含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記アクセスインジケータは複数のセクタを含み、前記セクタの各々は最新のＴＤＤＳ
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のセクタの各々に含まれた最新のＴＤＤＳは互いに等しいことを特徴とする請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記セクタの各々に含まれた最新のＴＤＤＳは前記一時管理領域に最初に記録されたＴ
ＤＤＳに等しいことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　記録媒体上に管理情報を記録する装置であって、前記記録媒体はファイナライズされる
前に前記管理情報を記録するために指定された順に使用される少なくとも１箇所の一時管
理領域を含み、前記装置は、
　一時管理領域に記録すべき一時管理情報であって、前記記録媒体の使用状態に従って更
新される一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）を含む一時管理情報を制御し、
　どの一時管理領域が現在使用中であるかを指示する目的で、前記一時管理領域に対応す
るアクセスインジケータを、前記少なくとも１つの一時管理領域の１つに作成するように
構成された制御ユニットを備え、前記アクセスインジケータは前記一時管理領域に記録さ
れた最新のＴＤＤＳを含むことを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記アクセスインジケータは複数のセクタを含み、前記セクタの少なくとも１つは最新
のＴＤＤＳを含むことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記アクセスインジケータは複数のセクタを含み、前記セクタの１つは最新のＴＤＤＳ
を記録する一時管理領域の位置を識別するＴＤＤＳ位置情報を含むことを特徴とする請求
項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記アクセスインジケータは複数のセクタを含み、前記セクタの各々は最新のＴＤＤＳ
を含むことを特徴とする請求項７に記載の装置。
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【請求項１１】
　前記複数のセクタの各々に含まれた最新のＴＤＤＳは互いに等しいことを特徴とする請
求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記セクタの各々に含まれた最新のＴＤＤＳは前記一時管理領域に最初に記録されたＴ
ＤＤＳに等しいことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　記録媒体に記録されたデータを再生する方法であって、前記記録媒体はファイナライズ
される前に前記管理情報を記録するために指定された順序で使用される少なくとも１箇所
の一時管理領域を組み、前記方法は、
　少なくとも１つのアクセスインジケータに基づいて、前記少なくとも１つの一時管理領
域のうちのどれが現在使用中であるかを判断するステップと、
　現在使用中であると判断された一時管理領域から一時管理情報を読み出すステップと、
　前記一時管理情報に基づいて、記録媒体に記録されたデータを再生するステップであっ
て、前記一時管理情報は、前記記録媒体の使用状態に従って更新されるＴＤＤＳを含む、
データを再生するステップと
　を含み、現在使用中であると判断された一時管理領域に対応するアクセスインジケータ
は、現在使用中であると判断された一時管理領域に記録された最新のＴＤＤＳを含むこと
を特徴とする方法。
【請求項１４】
　現在使用中であると判断された前記一時管理領域に対応するアクセスインジケータは複
数のセクタを含み、前記セクタの各々は最新のＴＤＤＳを含むことを特徴とする請求項１
３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記最新のＴＤＤＳは、現在使用中であると判断された一時管理領域に最初に記録され
たＴＤＤＳに等しいことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　記録媒体に記録されたデータを再生する装置であって、前記記録媒体はファイナライズ
される前に管理情報を記録するために指定された順に使用される少なくとも１箇所の一時
管理領域を含み、前記装置は、
　少なくとも１つのアクセスインジケータに基づいて、前記少なくとも１つの一時管理領
域のうちのどれが現在使用中であるかを判断し、
　現在使用中であると判断された一時管理領域から読み出すべき一時管理情報を制御し、
　前記記録媒体の使用状態に従って更新されるＴＤＤＳを含む前記一時管理情報に基づい
て再生すべき記録媒体に記録されたデータを制御する
　ように構成された制御ユニットを備え、
　現在使用中であると判断された前記一時管理領域に対応するアクセスインジケータは、
現在使用中であると判断された前記一時管理領域に記録された最新のＴＤＤＳを含むこと
を特徴とする装置。
【請求項１７】
　現在使用中であると判断された前記一時管理領域に対応するアクセスインジケータは複
数のセクタを含み、前記セクタの各々は最新のＴＤＤＳを含むことを特徴とする請求項１
６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記最新のＴＤＤＳは、現在使用中であると判断された前記一時管理領域に最初に記録
されたＴＤＤＳに等しいことを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　記録媒体がファイナライズされる前に管理情報を記録する少なくとも１箇所の一時管理
領域であって、指定された順に使用され、前記一時管理情報は前記記録媒体の使用状態に
従って更新される一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）を含む少なくとも１箇所の一時管理
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領域と、
　前記少なくとも１箇所の一時管理領域のうちのどれが現在使用中であるかを指示する少
なくとも１箇所の一時管理領域の１つに対応するアクセスインジケータであって、前記少
なくとも１箇所の一時管理領域の前記１つが使用されている場合、前記アクセスインジケ
ータは前記少なくとも１箇所の一時管理領域の前記１つに記録された最新のＴＤＤＳを含
むことを特徴とする記録媒体。
【請求項２０】
　前記アクセスインジケータは複数のセクタを含み、前記セクタの各々は最新のＴＤＤＳ
を含み、前記最新のＴＤＤＳは前記少なくとも１箇所の一時管理領域の前記１つに最初に
記録されたＴＤＤＳに等しいことを特徴とする請求項１９に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、追記型光ディスク及び光ディスクの管理情報を記録し再生する方法及び装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光記録媒体として大容量のデータが記録可能な光ディスクが広く用いられている。中で
も、最近は高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを長期間記録し保存するこ
とができる新たな高密図光記録媒体（ＨＤ－ＤＶＤ）、例えば、ブルーレイディスク（Ｂ
Ｄ：Ｂｌｕ-ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）が開発されている。
【０００３】
　次世代ＨＤ－ＤＶＤ技術に関わるブルーレイディスク（ＢＤ）は、既存のＤＶＤを遥か
に超える大容量のデータが保存可能な次世代光記録ソリューションである。近年、ブルー
レイディスクに関わる世界標準の技術規格が確立されつつある。ブルーレイディスク（Ｂ
Ｄ）に係わる様々な標準案が設けられつつあり、書き換え型ブルーレイディスク（ＢＤ－
ＲＥ）に引き続き追記型ブルーレイディスク（ＢＤ－ＷＯ）に対してもその標準案が提案
されている。
【０００４】
　図１は、関連技術として書き換え型ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）の記録領域の構
造を図式的に示す図である。同図に示すように、ディスクは、その内周からリードイン領
域（Ｌｅａｄ－ｉｎ　Ａｒｅａ）、データ領域（Ｄａｔａ　Ａｒｅａ）、リードアウト領
域（Ｌｅａｄ－ｏｕｔ　Ａｒｅａ）の順に分割される。また、データ領域内には、欠陥領
域を代替するための内部スペア領域（ＩＳＡ）と、外部スペア領域（ＯＳＡ）がそれぞれ
データ領域内の内、外周に備えられており、上記スペア領域の間には、ユーザデータを記
録するユーザデータ領域（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａ　Ａｒｅａ）が備えられている。
【０００５】
　書き換え型ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）においてデータを記録中にユーザデータ
領域から欠陥領域が見付かれば、その欠陥領域に記録されたデータをスペア領域に書き直
す。すなわち、スペア領域内の一部分が欠陥領域を代替する代替領域として活用される。
そして、欠陥領域に関する管理情報として欠陥領域及び代替記録された領域などに係わる
位置情報をリードイン／リードアウト領域に備えられた欠陥管理領域（ＤＭＡ１、２、３
、４）に記録して欠陥管理を行う。ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）は、最小記録単位
として“クラスタ”を有し、１クラスタは計３２つのセクタから構成され、１セクタは２
０４８バイトから構成される。
【０００６】
　上記書き換え型ディスクの場合は、ディスクのどの領域でも書き換えが可能なので、特
に記録方式に拘らずランダムにディスクの全領域を用いることができる。すなわち、同じ
く欠陥管理領域（ＤＭＡ）内へも欠陥管理情報を記録し、消去し、書き換えが可能なこと
から、欠陥管理領域のサイズが小さくても問題とならない。したがって、ＢＤ－ＲＥの場
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合は、３２クラスタずつを各欠陥管理領域（ＤＭＡ）に割り当てて使っていた。
【０００７】
　一方、追記型ディスク（例えば、ＢＤ－ＷＯ）では、ディスクの特定領域への記録が１
回しかできないため、記録方式に多くの制約が伴う。また、ＢＤ－ＷＯのような高密図追
記型ディスクにおいても、データを記録するとき、欠陥管理方式が重要な事案の一つとな
っていた。したがって、追記型ディスクにおいても、欠陥管理情報及びディスク管理情報
を記録するための管理領域が必要であり、特に追記型光ディスクの場合は、記録の‘１回
性’という特性のため、上記欠陥管理及びディスクの使用状態情報を記録する領域をより
多く必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記必要性を満たしながらも、追記型ディスク（たとえば、ＢＤ－ＷＯ
）に適用可能に統一された規格が完備されていない。すなわち、現在提示されている追記
型光ディスクに係わる如何なる標準も上述した問題の解決には至っていないのが実状であ
る。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記のような従来の問題点に鑑みてなされたものであって、追記型
光ディスク及び光ディスクへの管理情報を記録再生する方法及び装置に関し、その目的は
、追記型光ディスクにおける初期化方法及び初期再生方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、追記型光ディスク内に複数の一時ディスク管理領域（ＴＤＭＡ）
を備え、上記複数の一時ディスク管理領域（ＴＤＭＡ）の使用効率を高める管理情報を別
に記録管理する方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の長所、目的及び特徴は、発明の詳細な説明において開示されており、これ
は当業者であれば本発明を実現するに足りる。また、本発明の目的及びその他の長所は、
開示された発明の詳細な説明及び特許請求の範囲だけでなく図面によっても実現される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記のような目的を達成するための本発明に係る方法は、記録媒体上に管理情報を記録
する方法であって、前記記録媒体は、前記記録媒体がファイナライズされる前に前記管理
情報を記録するために指定された順序で使用される少なくとも１箇所の一時管理領域を含
み、前記方法は、一時管理情報を一時管理領域に記録するステップであって、前記少なく
とも１箇所の一時管理領域は指定された順で使用され、前記一時管理情報は前記記録媒体
の使用状態に従って更新される一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）を含む、一時管理情報
を記録するステップと、どの一時管理領域が現在使用中であるかを指示する目的で、前記
一時管理領域に対応するアクセスインジケータを、前記少なくとも１つの一時管理領域の
１つに作成するステップとを含み、前記アクセスインジケータは、前記一時管理領域に記
録された最新のＴＤＤＳを含む。
【００１３】
　また、本発明に係る装置は、記録媒体上に管理情報を記録する装置であって、前記記録
媒体はファイナライズされる前に前記管理情報を記録するために指定された順に使用され
る少なくとも１箇所の一時管理領域を含み、前記装置は、一時管理領域に記録すべき一時
管理情報であって、前記記録媒体の使用状態に従って更新される一時ディスク定義構造（
ＴＤＤＳ）を含む一時管理情報を制御し、どの一時管理領域が現在使用中であるかを指示
する目的で、前記一時管理領域に対応するアクセスインジケータを、前記少なくとも１つ
の一時管理領域の１つに作成するように構成された制御ユニットを備え、前記アクセスイ
ンジケータは前記一時管理領域に記録された最新のＴＤＤＳを含む。
【００１４】
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　また、本発明に係る方法は、記録媒体に記録されたデータを再生する方法であって、前
記記録媒体はファイナライズされる前に前記管理情報を記録するために指定された順序で
使用される少なくとも１箇所の一時管理領域を組み、前記方法は、少なくとも１つのアク
セスインジケータに基づいて、前記少なくとも１つの一時管理領域のうちのどれが現在使
用中であるかを判断するステップと、現在使用中であると判断された一時管理領域から一
時管理情報を読み出すステップと、前記一時管理情報に基づいて、記録媒体に記録された
データを再生するステップであって、前記一時管理情報は、前記記録媒体の使用状態に従
って更新されるＴＤＤＳを含む、データを再生するステップとを含み、現在使用中である
と判断された一時管理領域に対応するアクセスインジケータは、現在使用中であると判断
された一時管理領域に記録された最新のＴＤＤＳを含む。
【００１５】
　また、本発明に係る装置は、記録媒体に記録されたデータを再生する装置であって、前
記記録媒体はファイナライズされる前に管理情報を記録するために指定された順に使用さ
れる少なくとも１箇所の一時管理領域を含み、前記装置は、少なくとも１つのアクセスイ
ンジケータに基づいて、前記少なくとも１つの一時管理領域のうちのどれが現在使用中で
あるかを判断し、現在使用中であると判断された一時管理領域から読み出すべき一時管理
情報を制御し、前記記録媒体の使用状態に従って更新されるＴＤＤＳを含む前記一時管理
情報に基づいて再生すべき記録媒体に記録されたデータを制御するように構成された制御
ユニットを備え、現在使用中であると判断された前記一時管理領域に対応するアクセスイ
ンジケータは、現在使用中であると判断された前記一時管理領域に記録された最新のＴＤ
ＤＳを含む。
【００１６】
　また、本発明に係る記録媒体は、記録媒体がファイナライズされる前に管理情報を記録
する少なくとも１箇所の一時管理領域であって、指定された順に使用され、前記一時管理
情報は前記記録媒体の使用状態に従って更新される一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）を
含む少なくとも１箇所の一時管理領域と、前記少なくとも１箇所の一時管理領域のうちの
どれが現在使用中であるかを指示する少なくとも１箇所の一時管理領域の１つに対応する
アクセスインジケータであって、前記少なくとも１箇所の一時管理領域の前記１つが使用
されている場合、前記アクセスインジケータは前記少なくとも１箇所の一時管理領域の前
記１つに記録された最新のＴＤＤＳを含む。
【００１７】
　本発明に係る前述した一般的な記載及び後述する実施例は、一つの例に過ぎないことが
理解されよう。以下、本発明について詳述する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例について詳しく説明すれば、次のとおりである
。なお、図面全体において同一の構成要素に対しては同一符号を付し、また、説明の便宜
のために、追記型光ディスクとして追記型ブルーレイディスク（ＢＤ－ＷＯ）を例に挙げ
て説明する。
【００１９】
　図２ａ乃至図３は、本発明の実施例に係る追記型光ディスク構造及び上記ディスク上に
管理情報を記録する方法を示す図である。
【００２０】
　特に、図２ａは、本発明の実施例として、一つの記録層を有する単層追記型光ディスク
（例えば、単層ＢＤ－ＷＯ）を示す図である。同図に示すように、上記一つの記録層には
、ディスクの内周から順にリードイン領域３０、データ領域４０、リードアウト領域５０
が含まれる。上記データ領域４０は、内周及び外周に内部スペア領域（ＩＳＡ０）及び外
部スペア領域（ＯＳＡ０）が含まれ、ユーザデータ領域４２を含む。また、上記リードイ
ン領域３０と外部スペア領域（ＯＳＡ０）内には、一時ディスク／欠陥管理領域（ＴＤＭ
Ａ０、ＴＤＭＡ１）がそれぞれ備えられている。
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【００２１】
　また、複数のディスク管理領域（ＤＭＡ１～ＤＭＡ４）がリードイン領域３０及びリー
ドアウト領域４０内に備えられる。すなわち、上記ＴＤＭＡは、欠陥管理情報及びディス
ク管理情報を一時的に保存するのに対し、上記ＤＭＡは、欠陥管理情報及びディスク管理
情報を永久的に保存する。例えば、ディスクが終了すれば、上記ＴＤＭＡ内に保存された
管理情報がそれぞれのＤＭＡ内に転記される。
【００２２】
　図２ｂは、本発明の実施例として、二つの記録層を有する二層追記型ディスク（例えば
、ＢＤ－ＷＯ）を示す図である。同図に示すように、上記二層ディスクは、第１の記録層
（Ｌａｙｅｒ０）と第２の記録層（Ｌａｙｅｒ１）を含む。また、それぞれの記録層は、
内周及び外周に管理領域を含み、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４が備えられている。
【００２３】
　また、上記二層ディスクは、各記録層内にデータ領域４５を含み、上記各データ領域は
、ユーザデータを保存するユーザデータ領域４７を含む。上記第１の記録層（Ｌａｙｅｒ
０）のデータ領域４５内には、内部スペア領域（ＩＳＡ０）及び外部スペア領域（ＯＳＡ
０）が備えられており、上記第２の記録層（Ｌａｙｅｒ１）のデータ領域４５内にも内部
スペア領域（ＩＳＡ１）及び外部スペア領域（ＯＳＡ１）が備えられている。ＩＳＡ０の
サイズは固定されているのに対し、ＯＳＡ０、ＯＳＡ１及びＩＳＡ１のサイズは可変であ
る。例えば、ＩＳＡ１のサイズは、Ｌ×２５６クラスタ、ＯＳＡ０及びＯＳＡ１のサイズ
は、Ｎ×２５６クラスタからそれぞれ構成される。上記ＬとＮは、正の整数を示す。
【００２４】
　図２ｂに示すように、二層追記型ディスク上の内周には、それぞれ固定されたサイズ（
例えば２０４８クラスタ）を有するＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１が備えられる。また、ＴＤ
ＭＡ２、ＴＤＭＡ３、及びＴＤＭＡ４は、可変サイズを有するＯＳＡ０、ＯＳＡ１、及び
ＩＳＡ１内にそれぞれ備えられており、当該スペア領域のサイズに応じて可変サイズを有
する。
【００２５】
　二層ディスクの場合は、上記ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１は必ずディスク内に備えられな
ければならないが、ＴＤＭＡ２、ＴＤＭＡ３及びＴＤＭＡ４は、可変サイズ、例えば対応
するスペア領域の１／４サイズで選択的に備えられる。すなわち、ＴＤＭＡ２及びＴＤＭ
Ａ３は、Ｐ＝（Ｎ×２５６）／４クラスタのサイズに割り当てられ、ＴＤＭＡ４は、Ｑ＝
（Ｎ×２５６）／４クラスタのサイズに割り当てられる（Ｎ及びＬは、正の整数）。また
、単層ディスクの場合は、上記ＴＤＭＡ０は、必ずディスク内に備えられなければならな
いが、ＴＤＭＡ１は選択的に備えられる。
【００２６】
　本発明の実施例によれば、追記型単層光ディスク（例えば、単層ＢＤ－ＷＯ）は、最大
２つのＴＤＭＡを有することができ、追記型二層光ディスク（例えば、二層ＢＤ－ＷＯ）
は、最大５つのＴＤＭＡを有し、以下、図２ａ及び図２ｂに示した本発明の光ディスクの
構造及び特徴を説明すれば、次のとおりである。説明の便宜のために、二層の場合を例に
挙げて説明する。
【００２７】
　第１に、追記型光ディスクの特性上、ディスクの各種管理情報を記録する領域を多数確
保する必要がある。したがって、本発明に係る光ディスクは、欠陥管理領域（ＤＭＡ）の
他にも、多数の一時ディスク管理領域（以下、”ＴＤＭＡ”という）を含む。
【００２８】
　本発明によれば、上記複数のＴＤＭＡは、特定の連続した使用順序で用いられる。例え
ば、二層ディスクの場合は、上記ＴＤＭＡは、ＴＤＭＡ０からＴＤＭＡ４の順に用いるこ
とができ、単層ディスクの場合は、上記ＴＤＭＡは、ＴＤＭＡ０からＴＤＭＡ１の順に用
いることができる。例えば、二層の場合、ディスク上へのユーザデータの記録が行われる
に伴い、適切な情報（例えば、図３に基づいて後述するＴＤＤＳ、ＴＤＦＬなど）が空い
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ている先頭のＴＤＭＡ０に記録される。このような情報記録によりＴＤＭＡ０がフルにな
れば（すなわち、ＴＤＭＡ０の使用が完了すれば）、ユーザデータの記録に関連付けられ
た適切な情報を記録するために、次の空いているＴＤＭＡ１を用いる。よってＴＤＭＡ１
がまたフルになれば、次にＴＤＭＡ２を用いる。ＴＤＭＡは必要に応じて予め指定された
特定の順序に従って用いられることに留意されたい。したがって、ＴＤＭＡの認識ナンバ
ー（例えば、ＴＤＭＡ０からＴＤＭＡ４）は、上記使用順序に従って付与されるものであ
る。
【００２９】
　さらに、本発明の追記型光ディスクは、上記複数のＴＤＭＡを管理する管理情報を記録
する領域を別に含む。本発明における上記管理情報は、‘ＴＤＭＡ位置インジケータ（以
下、ＴＬＩ；ＴＤＭＡ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）’と称する。上記ＴＬ
Ｉは、‘ＴＡＩ（ＴＤＭＡ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）’とも称される。すな
わち、上記ＴＬＩは、ＴＤＭＡの使用順序に従って複数のＴＤＭＡのうち“現在使用中の
ＴＤＭＡ（ｉｎ－ｕｓｅ　ＴＤＭＡ）”がどこであるかを知らせる情報である。上記現在
使用中のＴＤＭＡとは、特定の使用順序を有するすべてのＴＤＭＡのうち現在使用中であ
るか、またはアクセス中であるか、使用可能なＴＤＭＡを意味する。多様な実施例によれ
ば、現在使用中のＴＤＭＡインジケータ、またはＴＤＭＡフルインジケータを使用して、
上記ＴＬＩによって現在使用中のＴＤＭＡを指示する方式が実現可能であり、これについ
ては後で詳しく説明する。
【００３０】
　上記ＴＬＩが現在使用中のＴＤＭＡを識別することにより、現在使用中のＴＤＭＡ内に
記録された最終の欠陥管理及びディスク使用状態情報を容易に初期再生可能となるため、
全体としては、初期アクセスタイムが大幅に軽減する。これは、ディスクが最小にロード
されたときに特に有利である。ＴＬＩがなければ、使用中のＴＤＭＡから必要な管理情報
を取得するためにどのＴＤＭＡが現在使用中のＴＤＭＡであるかを決定するためにスキャ
ンしなければならない。
【００３１】
　本発明に係る上記ＴＬＩは、ディスク内の多様な領域に備えることができる。特に、光
記録再生装置が、実際の記録再生の前にディスクに係わる各種情報を獲得することにより
アクセス可能なディスクの管理領域（リードイン領域、リードアウト領域など）であれば
どの領域に備えても構わない。例えば、図２ａに示す単層ディスクでは、ＴＬＩがリード
イン領域３０内に備えられており、また、図２ｂに示す二層ディスクでは、ＴＬＩが第１
の記録層（Ｌａｙｅｒ０）のリードイン領域内に備えられている。ＴＬＩが割り当てられ
る位置に関する他の例については、後で説明することにする。
【００３２】
　図３は、本発明のＴＤＭＡ内に記録される、各種のディスク欠陥管理情報及びディスク
使用状態情報を例示する図である。記録する度に最小記録単位である１クラスタ以上ずつ
記録され、上記ＴＤＭＡ（例えば、ＴＤＭＡ０、ＴＤＭＡ１、ＴＤＭＡ２、ＴＤＭＡ３、
ＴＤＭＡ４）内に記録される多様な情報を通称して一時ディスク管理構造（ＴＤＭＳ：Ｔ
ｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）情報という
。ＴＤＭＳ情報は、規格に応じて変更または追加可能である。
【００３３】
　図３に示すように、上記ＴＤＭＳ情報は、ディスク欠陥管理情報を記録する一時欠陥リ
スト“ＴＤＦＬ（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｌｉｓｔ）”と、ディスク使用状
態を表示する情報として、順次記録モード（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ
　ｍｏｄｅ）に適用される“ＳＲＲＩ（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｒ
ａｎｇｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）”とランダム記録モード（Ｒａｎｄｏｍ　ｒｅｃｏ
ｒｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）に適用される“ＳＢＭ（Ｓｐａｃｅ－Ｂｉｔ　Ｍａｐ）”と、１
クラスタ（または、複数クラスタ）の最終セクタには、常時上記ＴＤＦＬ、ＳＲＲＩ（ま
たは、ＳＢＭ）の最新位置情報を含む“ＴＤＤＳ”を含んでなる。なお、ＳＲＲＩとＳＢ
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Ｍは、同時に用いられることはなく、記録モードに応じて選択的に記録される情報である
。
【００３４】
　例えば、図２ａ及び図２ｂに示したディスク構造において、それぞれのＴＤＭＡ０～Ｔ
ＤＭＡ４は、図３に示すように、記録する度またはアップデートする度に１クラスタ内に
ＴＤＤＳとともに一つまたはそれ以上のＴＤＦＬ／ＳＢＭ／ＳＲＲＩを含む。すなわち、
ＴＤＤＳとともにＴＤＦＬ／ＳＢＭ／ＳＲＲＩの記録が１クラスタに構成され、一般に、
各クラスタの最後のセクタ内にＴＤＤＳ情報が記録されるように指示される。なお、最後
のセクタの代わりに、クラスタの先頭の第１セクタにＴＤＤＳ情報を記録することも可能
である。
【００３５】
　上記“ＴＤＤＳ”情報は、ディスクの一般的な記録再生情報を含んでおり、上述したよ
うに、ＴＤＦＬ、ＳＲＲＩ（または、ＳＢＭ）の最新の位置を指定するポインタ情報が含
まれていることから、ディスクが記録再生装置内にローディングされれば、常時最初に確
認しなければならない情報である。ＴＤＤＳ情報は、ディスクの使用状態に伴い継続して
アップデートされるため、ＴＤＭＡ内に記録する度に、またはアップデートする度に連続
的に記録する。したがって、最近使用中のＴＤＭＡ内の最終のＴＤＤＳは、現在ディスク
使用状態に関する各種の管理情報にアクセスするために必ず確認する必要がある。
【００３６】
　上記のように、ＴＤＭＳ情報を記録するＴＤＭＡは特定の使用順序に従って用いられる
。例えば、ＴＤＭＡ０内にＴＤＭＳを必要に応じてアップデートすることによってＴＤＭ
Ａ０がフルになれば、以後の使用順序に従って次のＴＤＭＡ、例えばＴＤＭＡ１をＴＤＭ
Ｓ情報のアップデートのために用いる。本発明では、上記特定の使用順序に従って用いら
れるＴＤＭＡのうち、現在使用中のＴＤＭＡがどれであるかを知らせる管理情報（ＴＬＩ
）を提供し、多様な実施例による方法を図４ａ～図６ｃを参照して説明することにする。
図４ａ～図６ｃに示すようなＴＬＩ構造及び使用例は、図２ａ、図２ｂ、及び後述する図
７～図１１ａ及び図１２ａまたはＴＬＩを必要とする他のディスク構造にも適用可能であ
る。
【００３７】
　図４ａ～図４ｅは、本発明の第１の実施例に係るＴＬＩ構造を示す図である。本実施例
は、現在使用中のＴＤＭＡの位置を指定するＴＬＩを提供する。詳しくは、図４ａは、一
つの記録層を有する単層の場合を示す図であり、図４ｂ～図４ｅは、二つの記録層を有す
る二層の場合を示す図である。
【００３８】
　図４ａは、追記型光ディスクが図２ａに示すように一つの記録層を有する単層内に二つ
のＴＤＭＡ（ＴＤＭＡ０、ＴＤＭＡ１）を有し、上記ＴＤＭＡが、特定の使用順序に従っ
て用いられる場合を示す図である。したがって、ＴＬＩ５２は、一つの記録単位、例えば
単一クラスタ５２aを有するＴＤＭＡ１使用中インジケータ５３を含む。ＴＬＩ５２は、
一つのクラスタ５２aで二つのＴＤＭＡを管理する。上記ＴＤＭＡ１使用中インジケータ
５３は、当該ＴＤＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡであるか否かを直接指示する。これは、
ＴＬＩ５２のクラスタ５２ａ内に特定の記録を行うことによって実施される。ＴＬＩクラ
スタ５２ａ内に特定の記録が行われる場合、上記ＴＬＩクラスタ５２ａを‘記録状態’と
いう。一方、ＴＬＩクラスタ５２ａ内に特定の記録が行われない場合、上記ＴＬＩクラス
タ５２ａを‘未記録状態’という。すなわち、上記ＴＬＩクラスタ５２ａが未記録状態で
あれば、これは最初に用いられるＴＤＭＡ０が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味す
る。これに対し、ＴＬＩクラスタ５２ａが記録状態であれば、二番目に用いられるＴＤＭ
Ａ１が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味し、これはＴＤＭＡ０が使用済みであって
、もはや記録する領域が残っていないことを意味する（すなわち、ＴＤＭＡ０フル状態）
。
【００３９】
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　すなわち、ディスクのユーザデータの記録中に最初に用いられたＴＤＭＡ０がフルにな
れば、次の使用順序に従って指定されたＴＤＭＡ１に関連情報を記録する。この場合、予
め決められた特定のデータを上記ＴＬＩクラスタ５２ａ内に記録し、上記ＴＬＩクラスタ
５２ａを‘記録状態’にしておく。上記記録状態になったＴＬＩクラスタ５２ａは、ＴＤ
ＭＡ０ではなくＴＤＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡであることを示し、これは、ユーザデ
ータ記録動作の間は目下利用可能であることを意味する。したがって、上記ＴＬＩクラス
タの記録状態または未記録状態を確認することによって、記録再生装置は、ディスク内へ
のデータの記録動作中にどのＴＤＭＡを用いらなけらばならないかを容易に且つ迅速に確
認することが可能になる。これは、ディスクへのアクセス時間を画期的に軽減し、またデ
ィスク内へ効率良く記録動作を行うことができる。
【００４０】
　本発明の実施例によれば、追記型単層ディスクが２つ以上のＴＤＭＡを含む場合、上記
ＴＬＩクラスタの総数は、ディスク内に存在するＴＤＭＡの総数に応じて決められる。例
えば、ディスク内にＸ個のＴＤＭＡが存在する場合、ＴＬＩクラスタは（Ｘ－１）個存在
する。それぞれのＴＬＩクラスタは、ＴＤＭＡの特定のＴＤＭＡと対応するようになって
おり、一般に、ＴＤＭＡの使用順序に従って最初に用いられるＴＤＭＡには対応するＴＬ
Ｉが存在しない。
【００４１】
　本発明の実施例によれば、ＴＬＩクラスタを記録状態にしておくためにＴＬＩクラスタ
内に特定のデータを記録する方式は様々に実現可能である。例えば、ＴＬＩクラスタが記
録状態であるか否かを一層容易に確認するために高周波信号を記録することも可能である
。また、例えば、意味のないダミーデータまたは意味のある実際データをＴＬＩクラスタ
内に記録することも可能である。上記意味のある実際データをＴＬＩクラスタ内に記録す
る例については、図１０ａ、図１０ｂを参照して後述する。
【００４２】
　本発明の第１の実施例に係る追記型二層光ディスクのためのＴＬＩの使用及び構造につ
いて説明すれば、次のとおりである。
【００４３】
　図４ｂに示すように、追記型二層ディスクの場合は、ディスク内にはＴＤＭＡが最大５
つ存在可能であり（ＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ４）、これを管理するためのＴＬＩとしては、
４クラスタ（５５ａ～５５ｄ）が割り当てられ、それぞれのＴＬＩクラスタは、ＴＤＭＡ
１～ＴＤＭＡ４の何れかに対応する。この例では、上記ＴＤＭＡがＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ
４の順に用いられ、上記最初のクラスタ～四番目のＴＬＩクラスタ５５ａ～５５ｄは、そ
れぞれＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４に対応し、これは、対応するＴＤＭＡが現在使用中のＴＤ
ＭＡであることを表示する情報５６～５９として活用される。したがって、上記ＴＬＩク
ラスタ５５ａ～５５ｄは、アドレス（例えば、ＰＳＮ）が増加する方向の順に記録される
。図４ｂに上記記録方向を矢印で示している。すなわち、特定のＴＬＩクラスタが記録状
態であれば、これは、自動的に以前のＴＬＩクラスタも記録状態にあることを意味する。
例えば、二番目のＴＬＩクラスタ５５ｂが記録状態であれば、最初のＴＬＩクラスタ５５
ａも既に記録状態であることを意味する。
【００４４】
　したがって、４つのすべてのＴＬＩクラスタ５５ａ～５５ｄが未記録状態であるとすれ
ば、これは、最初に用いられるＴＤＭＡ０が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味し、
最初のＴＬＩクラスタ５５ａ（ＴＤＭＡ１使用中インジケータ５６）だけが記録状態であ
るとすれば、これは、ＴＤＭＡ０がフルとなり、ＴＤＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡであ
ることを意味する。また、二番目のＴＬＩクラスタ５５ｂ（ＴＤＭＡ２使用中インジケー
タ５７）が記録状態であるとすれば、これは、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１がフルになり、
ＴＤＭＡ２が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。また、三番目のＴＬＩクラス
タ５５ｃ（ＴＤＭＡ３使用中インジケータ５８）が記録状態であるとすれば、これは、Ｔ
ＤＭＡ０～ＴＤＭＡ２がフルになり、ＴＤＭＡ３が現在使用中のＴＤＭＡであることを意
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味する。また、四番目のＴＬＩクラスタ５５ｄ（ＴＤＭＡ４使用中インジケータ５９）が
記録状態であるとすれば、これは、ＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ３がフルになり、ＴＤＭＡ４が
現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。
【００４５】
　例えば、図４ｃに示すように、最初のクラスタ及び二番目のＴＬＩクラスタ５５ａ、５
５ｂが記録状態であるとすれば、これは、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１がフルになり、ＴＤ
ＭＡ２が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。
【００４６】
　したがって、記録再生装置は、ディスクがローディングされた後、ＴＬＩクラスタの状
態を確認することによって現在使用中のＴＤＭＡの位置（すなわち、どのＴＤＭＡが現在
使用中のＴＤＭＡか）を確認することが可能になる。したがって、記録再生装置は、上記
現在使用中のＴＤＭＡの開始位置に迅速にアクセスし、当該ＴＤＭＡ内に記録された最終
のＴＤＭＳ情報を読み込み、これによって記録及び／または再生のための様々な初期情報
を取得する。従来技術のようにＴＬＩが存在しない場合、記録再生装置は、必ずＴＤＭＡ
０の開始位置からすべてのＴＤＭＡをスキャンし、現在使用可能なＴＤＭＡを確認しなけ
ればならない。したがって、従来技術による場合、初期情報を獲得するには多くの時間が
必要になるという不具合がある。
【００４７】
　図４ｄは、追記型二層ディスクにおけるＴＬＩの構造を示す図であって、特に、図４ｂ
に比べてＴＬＩクラスタの記録方向が逆方向の場合を示す図である。図４ｄに示す例によ
れば、ＴＬＩ５５の記録方向は、高い物理セクタ番号（ＰＳＮ）を有するクラスタから低
いＰＳＮを有するクラスタの順に進められる。例えば、四番目のＴＬＩクラスタ５５ｄか
ら最初のＴＬＩクラスタ５５ａの記録方向の順に進められる。本例によれば、最初の～四
番目のＴＬＩクラスタ５５ａ～５５ｄはＴＤＭＡ４～ＴＤＭＡ１に対応し、それぞれＴＤ
ＭＡ４～ＴＤＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡであることを示す情報５９～５６として活用
されることを意味する。ここで、ＴＤＭＡは、ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４の順に用いられる
ことは前と同じである。
【００４８】
　特に、図４ｄに示すようなＴＬＩ記録方向に沿った使用は、ＯＰＣ（Ｏｐｔｉｍｕｍ　
Ｐｏｗｅｒ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ、図示せず）領域との干渉を除去する上で有効であ
る。これは、後述する図７に示すようにＴＤＭＡ０内の先頭部分にＴＬＩが存在する場合
、上記ＯＰＣ領域がＴＤＭＡ０に隣接して備えられることによって発生し得る干渉を除去
するためである。
【００４９】
　図４ｅは、図４ｄに示すＴＬＩ構造での使用例を示す図である。四番目及び三番目のＴ
ＬＩクラスタ５５ｄ、５５ｃが記録状態であるとすれば、これは、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭ
Ａ１がフルになり、ＴＤＭＡ２が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。
【００５０】
　図５ａ～図５ｃは、本発明の第２の実施例に係るＴＬＩの構造を示す図である。本実施
例は、どのＴＤＭＡがフルであるかを示すことによって、現在使用中のＴＤＭＡの位置を
指示するＴＬＩを提供する。詳しくは、図５ａは、一つの記録層を有する単層の場合のＴ
ＬＩ構造を示し、図５ｂ～図５ｃは、二つの記録層を有する二層の場合のＴＬＩ構造を示
す図である。本例においても、上述したように、ＴＤＭＡは特定の使用順序に従って用い
られ、単層の場合、ＴＤＭＡ０からＴＤＭＡ１の順に、二層の場合、ＴＤＭＡ０からＴＤ
ＭＡ４の順に用いられることを前提とする。
【００５１】
　図５ａは、単層ディスクに関する例であって、ＴＬＩ６２のために一つのクラスタ６２
ａが割り当てられた場合を示す図である。上記クラスタ６２ａは、ＴＤＭＡ０フルインジ
ケータ６３として活用される。すなわち、ＴＤＭＡ０がフルになれば、上記ＴＬＩクラス
タ６２ａ（ＴＤＭＡ０フルインジケータ６３）は記録状態になることを示す。これは、他
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の意味としてＴＤＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。ＴＬＩクラスタ
６２ａが未記録状態であれば、これはＴＤＭＡ０がまだフルになっていないことを意味し
、結局として、ＴＤＭＡ０が現在使用可能なＴＤＭＡであることを意味する。
【００５２】
　図５ｂは、追記型二層ディスクにおいてＴＬＩ６５のために最初のクラスタ～四番目の
クラスタ６５ａ～６５ｄを割り当てて、順次記録する例を示す図である。上記最初の～四
番目のクラスタ６５ａ～６５ｄは、それぞれ対応するＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ３のフル有無
を示す情報６８～６９として活用される。すなわち、それぞれのＴＬＩクラスタは、対応
するＴＤＭＡがフルであるか否かを示す。
【００５３】
　したがって、例えば、ＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ３がフルであるとすれば、ＴＬＩ６５のク
ラスタ６５ａ～６５ｄが記録状態にならなければならず、これは、ＴＤＭＡ４が現在使用
中のＴＤＭＡであることを意味する。また、すべてのＴＬＩクラスタが未記録状態である
とすれば、これは、ＴＤＭＡ０が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。また、最
初のＴＬＩクラスタ６５ａだけが記録状態であるとすれば、これは、ＴＤＭＡ０がフルで
あり、ＴＤＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。また、図５ｃに示すよ
うに、最初のクラスタ及び二番目のＴＬＩクラスタ６５ａ、６５ｂだけが記録状態である
とすれば、これは、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１がフルで、ＴＤＭＡ２が現在使用可能なＴ
ＤＭＡであることを意味する。
【００５４】
　図６ａ～図６ｃは、本発明の第３の実施例に係るＴＬＩの構造を示す図である。本実施
例は、どのＴＤＭＡがフルであるかを示すことによって、現在使用中のＴＤＭＡの位置を
指示するＴＬＩを提供する。本発明の第２の実施例と相違する点は、ＴＬＩが追加のクラ
スタをさらに含むことにある。図６ａ～図６ｃに示す例においても、上述したように、Ｔ
ＤＭＡは、特定の使用順序に従って用いられ、単層の場合はＴＤＭＡ０からＴＤＭＡ１の
順に、二層の場合はＴＤＭＡ０からＴＤＭＡ４の順に用いられることを前提とする。
【００５５】
　図６ａは、単層ディスクに関する例として、ＴＬＩ６２のために二つのクラスタ７２ａ
、７２ｂが割り当てられた場合を示す図である。上記クラスタ７２ａ、７２ｂは、それぞ
れＴＤＭＡ０フルインジケータ７３及びＴＤＭＡ１フルインジケータ７４として活用され
る。したがって、ＴＤＭＡ０がフルになれば、上記最初のＴＬＩクラスタ７２ａだけが記
録状態になり、これを示す。これは、他の意味ではＴＤＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡで
って使用できることを意味する。最初のＴＬＩクラスタ７２ａが未記録の状態であれば、
これは、ＴＤＭＡ０がまだフルになっていないことを意味し、結局、ＴＤＭＡ０が現在使
用中のＴＤＭＡであって使用可能であることを意味する。最初のクラスタ及び二番目のＴ
ＬＩクラスタ７２ａ、７２ｂが記録状態であれば、これは、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１が
フルであることを意味し、結局、管理情報を記録するためのＴＤＭＡがないことを意味す
る。この場合、ディスクはクローズされる。
【００５６】
　図６ｂは、追記型二層ディスクにおいてＴＬＩ７５のために最初のクラスタ～五番目の
クラスタ７５ａ～７５ｅを割り当て、順次記録する例を示す図である。上記最初のクラス
タ～五番目のクラスタ７５ａ～７５ｅは、それぞれ対応するＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ４フル
インジケータ７６～８０として活用される。それぞれのＴＬＩクラスタは、対応するＴＤ
ＭＡがフルであるか否かを示す。
【００５７】
　したがって、例えば、すべてのＴＬＩクラスタが未記録状態であれば、これは、ＴＤＭ
Ａ０が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。また、最初のＴＬＩクラスタ７５ａ
だけが記録状態であるとすれば、これは、ＴＤＭＡ０がフルであり、ＴＤＭＡ１が現在使
用中のＴＤＭＡであることを意味する。また、最初のクラスタ及び二番目のＴＬＩクラス
タ７５ａ、７５ｂだけが記録状態であるとすれば、これは、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１が
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フルで、ＴＤＭＡ２が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味する。また、図６ｃに示す
ようにＴＬＩ７５の５つのクラスタ７５ａ～７５ｅがすべて記録状態であれば、これは、
ＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ４までのすべてがフルで、現在使用可能なＴＤＭＡがないことを意
味する。この場合ディスクは終了（クローズ）する。
【００５８】
　図５ａ～図６ｃは、低いＰＳＮを有するＴＬＩクラスタから高いＰＳＮを有するＴＬＩ
クラスタの順に用いられることを示す図である。しかし、図５ａ～図６ｃに示すようなＴ
ＬＩの記録する順番は変更可能であり、したがって、図４ｄ～図４ｅに示すようにＴＬＩ
クラスタをアドレスの高いものから低いものの順に連続して用いることも可能である。
【００５９】
　上述したように、上記ＴＬＩ（例えば、図４ａ～図６ｃの実施例）は、図２ａ及び図２
ｂに示すような単層または二層ディスクのリードイン領域内に位置してもよい。以下、図
７～図９は、本発明の実施例に係る上記管理情報ＴＬＩがディスク上の記録可能な様々な
位置について示す図である。図２ａ、図２ｂ及び図７～図９の例によれば、ディスク上の
ＴＬＩの任意の位置は、光記録再生装置が管理領域として初期に認識可能な領域内であれ
ばどこでも構わない。この点からディスク内のデータ領域は、ＴＬＩ位置から除外しても
よい。
【００６０】
　例えば、図７に示すように、上記ＴＬＩは、追記型単層（層０）及び２層（層０および
層１）光ディスク（例えば、ＢＤ－ＷＯ）のＴＤＭＡ０内の先頭部分に提供される。また
他の例として、図８に示すように、上記ＴＬＩは、追記型単層及び二層ディスクのＴＤＭ
Ａ０内の末端部分に提供することも可能である。また別の例として、図９に示すように、
上記ＴＬＩは、追記型単層及び二層ディスクの一つのＤＭＡ内にまたは特定のＤＭＡ内に
、またはすべてのＤＭＡ内に提供することも可能である。
【００６１】
　図１０ａと図１０ｂは、本発明の実施例に係る、上記ＴＬＩ内に記録される相違するコ
ンテンツに関する二つの例を示す図である。なお、図１０ａ及び図１０ｂは、一つのクラ
スタのみを示したが、上記ＴＬＩ内の各クラスタは、すべて同一のコンテンツ構造を有す
る。
【００６２】
　特に、図１０ａ及び図１０ｂは、ＴＬＩクラスタ内に特定の実際データを記録すること
によって、上記ＴＬＩクラスタを記録状態とする例を示す図である。ＴＬＩ内に記録され
た実際データの一部または全部は、上述したように現在使用中のＴＤＭＡを確認するため
のＴＬＩクラスタが記録状態であるか否かを示すのに直接使用できる。
【００６３】
　上記意味のある実際データの使用は、単に現在使用中のＴＤＭＡを示すという意味の他
、別の関連情報を提供するという長所を有する。しかし、意味のないダミーデータまたは
如何なる指定された信号も、ＴＬＩクラスタの記録状態または未記録状態を示すためであ
れば記録してもよい。図１０ａ及び図１０ｂに示す上記ＴＬＩのコンテンツ構造は、図２
ａ～図９及び図１１ａ～図１３ｂに示したディスク及びＴＬＩに適用可能である。
【００６４】
　図１０ａに示した一つの例によれば、上述した特定のＴＤＭＡに対応する上記ＴＬＩク
ラスタは、対応するＴＤＭＡが現在使用中のＴＤＭＡであるか否かを示す情報の他にも、
上記対応するＴＤＭＡに係わる最新のＴＤＤＳ情報を含む。特に、図１０ａの特徴は、本
発明の第２の実施例（図５ａ～図５ｃ）及び第３の実施例（図６ａ～図６ｃ）に有用であ
る。例えば、各ＴＤＭＡ内の最終のクラスタ内に最新のＴＤＤＳ情報を記録する場合、上
記最新のＴＤＤＳを含むＴＤＭＡと現在使用中のＴＤＭＡは互いに異なり、これは、ディ
スクへのアクセス時におけるエラーにつながることがある。図１０ａに示すように、ＴＬ
Ｉ内に別の情報を提供するによって上記のようなエラーを防止することができる。その詳
細を図１０ａに基づいて説明すれば、次のとおりである。
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【００６５】
　第１に、ＴＬＩが最小記録単位であるクラスタ単位で記録されると仮定する。全３２セ
クタを有するＴＬＩクラスタの最初のセクタ（セクタ０）内には、ＴＬＩ情報であること
を認識可能にする認識フィールド８２（“ＴＬＩ　ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ”）と、現デ
ィスクのバージョンに係わる情報を記録するＴＬＩフォーマット情報フィールド８３（“
ＴＬＩ　ｆｏｒｍａｔ”）と、ＴＬＩがアップデートされる度にカウンター値を‘１’ず
つ増加させるＴＬＩアップデートカウンターフィールド８４（“ＴＬＩ　ｕｐｄａｔｅ　
ｃｏｕｎｔ”）が存在する。上記ＴＬＩアップデートカウンターフィールド８４は、上記
ＴＬＩ内に存在するクラスタの数を指定する情報としても活用することができる。また、
ＴＬＩクラスタの最初のセクタ（セクタ０）内には、最新のＴＤＤＳ情報が位置するＴＤ
ＭＡに関する情報を提供するＴＤＤＳ位置フィールド８５（“Ｌａｔｅｓｔ　ＴＤＤＳ　
ｌｏｃａｔｉｏｎ”）が存在する。
【００６６】
　上記ＴＬＩクラスタの最初のセクタ（セクタ０）内の残り領域８６は、予め設定された
値を使って（例えば、フィールドに“００ｈ”を設定して）、当該ＴＬＩの記録状態また
は未記録状態を知らせるのに用いられる。例えば、上記ＴＬＩクラスタの最初のセクタ（
セクタ０）内の残り領域８６が指定された値で記録されていれば、当該ＴＬＩは記録状態
であることを示し、これは、上述した図４ａ～図６ｃによれば、対応するＴＤＭＡの使用
状態を示す。
【００６７】
　特に、上記ＴＬＩクラスタの最初のセクタ（セクタ０）内のＴＤＤＳ位置（“Ｌａｔｅ
ｓｔ　ＴＤＤＳ　ｌｏｃａｔｉｏｎ”）フィールド８５は、対応するＴＤＭＡがフルであ
るか否かを問わず、最新のＴＤＤＳ情報が記録されたＴＤＭＡを識別する。例えば、上記
フィールド８５の値が“００００　００００b”であれば、最新のＴＤＤＳはＴＤＭＡ０
内に存在することを意味し、“００００　０００１b”であれば最新のＴＤＤＳは、ＴＤ
ＭＡ１内に存在することを意味し、“００００　００１０b”であれば最新のＴＤＤＳは
、ＴＤＭＡ２内に存在することを意味し、“００００　００１１b”であれば最新のＴＤ
ＤＳはＴＤＭＡ３内に存在することを意味し、“００００　０１００b”であれば最新の
ＴＤＤＳはＴＤＭＡ４内に存在することを意味すると定義することができる。したがって
、例えば、ＴＬＩ内の最初のクラスタだけが記録状態であり（すなわち、図５ｂの最初の
ＴＬＩクラスタ６５ａ内のフィールド８６が記録状態であり）、上記ＴＤＤＳ位置フィー
ルド８５（“Ｌａｔｅｓｔ　ＴＤＤＳ　ｌｏｃａｔｉｏｎ”）が“００００　００００b
”値を有すれば、これは、使用可能なＴＤＭＡはＴＤＭＡ１であるが、最新のアップデー
トされたＴＤＤＳ情報は、ＴＤＭＡ０内に存在する。
【００６８】
　さらに、上記最新のＴＤＤＳ情報をＴＬＩクラスタの二番目のセクタ（セクタ１）内の
最新のＴＤＤＳフィールド８７（“Ｌａｔｅｓｔ　ＴＤＤＳ”）内に記録する。その結果
、上記ＴＬＩは、最新のＴＤＤＳ情報を直接復元するのに活用可能になる。これは、次の
ような点から長所を有する。すなわち、ＴＤＭＳ情報の一部として、ＴＤＭＡ内に記録さ
れた最新のＴＤＤＳ情報に損失があるとしても、ＴＤＭＡ０に記録された上記ＴＬＩから
の復元が可能であるため、重要なＴＤＤＳ情報を失うことがない。上記ＴＬＩクラスタの
残りのセクタ８８の全部または一部には、上記ＴＤＤＳフィールド８７（“Ｌａｔｅｓｔ
　ＴＤＤＳ”）内に保存された最新のＴＤＤＳ情報を転記することが可能である。それぞ
れのＴＤＤＳ情報は１セクタサイズに記録される。したがって、例えば、ＴＬＩクラスタ
内の３セクタ内に同一の最新のＴＤＤＳ情報をそれぞれ記録すれば、これは、最新のＴＤ
ＤＳ情報がＴＬＩクラスタ内に３回保存されることを意味する。ＴＬＩクラスタ内のＴＤ
ＤＳフィールド８７（“Ｌａｔｅｓｔ　ＴＤＤＳ”）内に記録される上記最新のＴＤＤＳ
情報は、最終のＴＤＤＳ情報であるかまたは最初のＴＤＤＳ情報であればよい。例えば、
ＴＬＩクラスタが、‘ＴＤＭＡフルインジケータ'ではなく‘ＴＤＭＡ使用中インジケー
タ'を用いる場合、ＴＬＩクラスタに対応するＴＤＭＡは現在使用中のＴＤＭＡを意味す
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るようになり、よって、上記ＴＬＩクラスタ内の特定のフィールド８６を記録することに
よって、当該ＴＤＭＡが現在使用中のＴＤＭＡであることを示す。この場合、当該ＴＤＭ
Ａ内に記録された最初のＴＤＤＳ情報をＴＬＩクラスタ内の上記最新のＴＤＤＳフィール
ド８７内に最新のＴＤＤＳ情報とみなして転記する。したがって、当該ＴＤＭＡは依然と
して使用中でまだフルになっていないため、上記最初のＴＤＤＳ情報が上記フィールド８
７内に記録される。
【００６９】
　これに対し、ＴＬＩクラスタが‘ＴＤＭＡ使用中インジケータ’ではなく‘ＴＤＭＡフ
ルインジケータ’を用いる場合、ＴＬＩクラスタに対応するＴＤＭＡは、フルであり、よ
って、上記ＴＬＩクラスタ内の特定のフィールド８６を記録することによって、当該ＴＤ
ＭＡがフルであることを示す。この場合、当該ＴＤＭＡ内に記録された（最後のセクタ内
の）最終のＴＤＤＳ情報をＴＬＩクラスタ内の上記最新のＴＤＤＳフィールド８７内に最
新のＴＤＤＳ情報とみなして転記する。したがって、当該ＴＤＭＡは、フルであり、該当
ＴＤＭＡ内にこれ以上さらにＴＤＤＳ情報を記録することができないため、上記最終のＴ
ＤＤＳ情報が上記フィールド８７内に記録される。
【００７０】
　したがって、ＴＬＩをアップデートする時点によって、上記ＴＬＩ内に記録される最新
のＴＤＤＳ情報が、フル状態になった当該ＴＤＭＡ内に最終的に記録されたＴＤＤＳ情報
となるか、または現在使用中のＴＤＭＡ内に最初に記録されたＴＤＤＳ情報となることが
ある。
【００７１】
　また他の例として、上記最新のＴＤＤＳ情報は、ＴＬＩクラスタ内に最大３２回転記す
ることが可能である。また、ＴＬＩクラスタ内の残りのセクタが、用いられていない場合
は、特定の値、例えば‘００h'に設定することも可能である。それぞれのＴＤＤＳ情報記
録は、１セクタサイズに割り当てられるため、ＴＬＩクラスタ全体的には、同じＴＤＤＳ
情報を３２回まで繰り返し記録することができる。図１０ｂはこれを示す図である。繰り
返して説明すれば、上述したように、ＴＬＩクラスタの使用方式によって、上記最新のＴ
ＤＤＳ情報が、対応するＴＤＭＡ内に記録された最初のＴＤＤＳ情報となるか、または最
終のＴＤＤＳ情報となることがある。
【００７２】
　図１０ｂの例によっても、ＴＬＩクラスタ内に最新のＴＤＤＳ情報を記録することによ
って当該ＴＤＭＡが現在使用中（または、フル）であるか否かを直接示すことができる。
すなわち、これは、上記ＴＬＩクラスタが記録状態であるか否かを選択的に示すために、
ＴＬＩクラスタ内に実際データ（例えば、ＴＤＤＳ情報）を記録し活用する一例になる。
したがって、上記ＴＬＩクラスタを通じて単に現在使用中のＴＤＭＡを指示するだけでな
く、対応するＴＤＭＡの最新のＴＤＤＳ情報を提供する。
【００７３】
　図１０ｂに示すようなＴＬＩのコンテンツ構造は、上述した第１の実施例（図４ａ～図
４ｅ）において特に有用である。例えば、現在使用中のＴＤＭＡがＴＤＭＡ１であるとす
れば、当該ＴＬＩクラスタは記録状態になり、この時、上記ＴＤＭＡ１内に記録された最
初のＴＤＤＳ情報はＴＬＩクラスタ内に記録される。
【００７４】
　図１１ａ～図１３ｂは、本発明のまた他の実施例に係るディスク構造及びＴＬＩ構造を
示す図である。本実施例では、スペア領域（ＳＡ）が拡張モード（ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｓ
Ａ　ｍｏｄｅ）に割り当てられる場合において、現在使用中のＴＤＭＡの位置を指示する
だけでなく、拡張されたスペア領域内に存在するＴＤＭＡ内の領域／期間内での現在の使
用期間／領域を指示する必要がある。特に、図１１ａ及び図１１ｂは、追記型単層ディス
クでのＴＬＩ構造及び使用方法を示す図であり、図１２ａ及び図１３ｂは、追記型単層デ
ィスクにおけるＴＬＩ構造及び使用方法を示す図である。これらの例において、ＴＬＩは
‘フルインジケータ'としては用いられずに‘使用中インジケータ'として用いられる。
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【００７５】
　より詳しくは、図１１ａは、拡張されたスペア領域を有する追記型単層ディスクの構造
及び順に用いられるＴＤＭＡ０／ＴＤＭＡ１を示す図である。上記拡張されたスペア領域
またはスペア領域の拡張は、ユーザデータ領域の末端部分に位置するスペア領域（例えば
、ＯＳＡ０）をディスク全体への最大記録用量の５０％まで割り当てることを意味し、こ
れは、ディスクの初期化時に今後の活用を考慮して割り当てられる。ＯＳＡ０が拡張され
ることに伴い、上記ＯＳＡ０内に存在するＴＤＭＡ１も同様に拡張される。
【００７６】
　上記ＴＤＭＡ１が特定のサイズに拡張される場合、ＴＤＭＡ１に対応する領域も拡張可
能である。すなわち、拡張されたＴＤＭＡ１領域は、それぞれ図１１ａ及び図１１ｂに示
すように“Ｍ１”、“Ｍ２”及び“Ｍ３”で示すことができる。この場合、上記ＴＬＩは
、現在使用中のＴＤＭＡを指示する部分９０（“ＴＬＩ１”）と、拡張されたＴＤＭＡ１
内の特定期間を指示する部分９１（“ＴＬＩ２”）とに分けられる。上記ＴＬＩ１は、１
クラスタのサイズを有するのに対し、上記ＴＬＩ２は、２クラスタのサイズを有する。
【００７７】
　例えば、スペア領域の拡張によって上記ＴＤＭＡ１がＴＤＭＡ０より非常に大きなサイ
ズを有し、ＴＬＩとしてＴＬＩの部分９０だけが割り当てられているとすれば、上記ＴＤ
ＭＡ１が現在使用中のＴＤＭＡになる場合、ＴＤＭＡ１の大きなサイズのために、ＴＤＭ
Ａ１内の最終的な記録位置を見つけ出すのにＴＤＭＡ１の始めからスキャンする必要があ
り、アクセス時間が長くなるという問題がある。したがって、本発明の実施例によれば、
上記拡張されたＴＤＭＡ１を複数の期間（または、領域）に分割し、当該期間／領域の使
用が完了すれば、これを、ＴＬＩの部分９１でその状態を指示する。これにより、ディス
クへのアクセス時間を画期的に軽減することができる。
【００７８】
　例えば、図１１ａは、上記拡張されたＴＤＭＡ１を３つの同じサイズを有する期間／領
域（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３）に分割すると仮定する。したがって、例えば、図１１ｂに示した
ようにＴＬＩ２（９１）の記録のために２つのクラスタ９１ａ、９１ｂを割り当てる。上
記ＴＬＩ２（９１）のための２つのクラスタ９１ａ、９１ｂは、それぞれＴＤＭＡ１内の
Ｍ３及びＭ２区間に対応し、当該対応領域（Ｍ３またはＭ２）が現在使用中の領域である
か否かを指示する。上記クラスタ９１ａ、９１ｂによる相違するＴＤＭＡの領域／期間内
を指示する方法は、上述した図４ａ～図６ｃ及び図１０ａ～図１０ｂで記載したそれぞれ
のＴＤＭＡの状態を指示する方法と同じである。例えば、ＴＬＩ１（９０）が、ＴＤＭＡ
１が現在使用中のＴＤＭＡであることを示す場合、Ｍ２－ＴＤＭＡ１インジケータ（９１
ｂ）は、ＴＤＭＡ１内のＭ２区間が現在使用中のＴＤＭＡであるか否かを示す情報として
活用され、Ｍ３－ＴＤＭＡ１インジケータ（９１ａ）は、ＴＤＭＡ１内のＭ３区間が現在
使用中のＴＤＭＡであるか否かを示す情報として活用される。例として、ＴＬＩ１（９０
）とＴＬＩ２（９１）の２つのクラスタ９１ａ、９１ｂが何れも記録状態であると検出さ
れる場合、これは、ＴＤＭＡ１内のＭ３区間が現在使用中のＴＤＭＡであることを意味す
る。
【００７９】
　上記拡張されたＴＤＭＡ１が同じサイズの“ｍ”個に分割される場合（Ｍ１、Ｍ２、…
、Ｍｍ）、ＴＬＩ２（９１）のためには（ｍ－１）個のクラスタが割り当てられる必要が
ある。上記ＴＬＩ２は、例えば、図１１ｂに示すように拡張されたＴＤＭＡ１内の領域に
対する使用状態を示すものとして使われたが、上記ＴＬＩ２は、スペア領域の拡張に伴い
拡張された如何なるＴＤＭＡにも適用可能である。
【００８０】
　図１１ａ及び図１１ｂにおいて、ディスク上に記録されるＴＬＩの位置は、特定の管理
領域（例えば、図７～図９に示した領域の何れか）内であればよい。しかし、説明の便宜
のために、例えば、上記ＴＬＩ（ＴＬＩ１＋ＴＬＩ２）を、図１１ａではＴＤＭＡ０の末
端部分に位置するように示した。さらに説明の便宜のために、図１１ｂでは、ＴＬＩクラ
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スタが本発明の第１の実施例（図４ａ～図４ｅ）と同様に現在使用中のＴＤＭＡを指示す
る場合を示している。
【００８１】
　図１２ａは、拡張されたスペア領域及びＴＤＭＡ０～ＴＤＭＡ４を有する追記型二層光
ディスクの構造を示す図である。二層光ディスク内には、二番目の記録層（Ｌａｙｅｒ１
）のユーザデータ領域の末端に連なって存在するスペア領域は、内部スペア領域（ＩＳＡ
１）になる。したがって、上記スペア領域（ＩＳＡ１）は、ディスク全体の最大記録用量
の５０％まで拡張可能である。ＩＳＡ１が拡張されることに伴い、上記ＩＳＡ１内に存在
するＴＤＭＡ４も同様に拡張される。また、ディスク上のまた他の可変的なスペア領域を
ＴＤＭＡとともに拡張することも可能である。
【００８２】
　図１２ａに示すように、ＴＤＭＡ４が特定のサイズに拡張される場合、拡張されたＴＤ
ＭＡ４領域を、同一のサイズの領域で特定の個数に分割することができる。上記期間／領
域をそれぞれＮ１、Ｎ２、…、Ｎ５と定義した。したがって、上記ＴＤＭＡ０は、図１２
ｂに示すようにＴＬＩを含む。上記ＴＬＩは、４つのクラスタ９３ａ～９３ｄを利用して
現在使用中のＴＤＭＡを指示する部分９３（“ＴＬＩ１”）と、４つのクラスタ９４ａ～
９４ｄを利用して拡張されたＴＤＭＡ４内の特定期間／領域を指示する部分９４（“ＴＬ
Ｉ２”）を含む。上記拡張されたＴＤＭＡ４が図１２ａ及び図１２ｂに示すように同一サ
イズの“ｎ”個の期間／領域に分割されれば、上記ＴＬＩ２（９４）は、（ｎ－１）個の
クラスタが割り当てられる。
【００８３】
　上記ＴＬＩ１（９３）を構成する４つのクラスタ９３ａ～９３ｄは、それぞれＴＤＭＡ
４～ＴＤＭＡ１に対応し、上記ＴＤＭＡ４～ＴＤＭＡ１使用中インジケータとして機能す
るか否かを指示する。また、ＴＬＩ２９４を構成する４つのクラスタ９４ａ～９４ｄは、
それぞれＴＤＭＡ４内のＮ５～Ｎ２区間に対応し、上記Ｎ５～Ｎ２（領域）が現在使用中
であるか否かを指示する。上記クラスタ９３、９４を使用して異なるＴＤＭＡ領域／期間
を指示する方法は、上述した図４ａ～図６ｃ及び図１０ａ～図１０ｂで記載したそれぞれ
のＴＤＭＡの状態を指示する方法と同じである。
【００８４】
　図１２ａ及び図１２ｂに示すように、ディスク上に記録される上記ＴＬＩの位置は、特
定の管理領域（例えば、図７～図９に示した領域の何れか）内であればよい。しかし、説
明の便宜のために、例えば、上記ＴＬＩ（ＴＬＩ１＋ＴＬＩ２）を、図１２ａではＴＤＭ
Ａ０の末端に位置するように示した。さらに説明の便宜のために、図１２ｂでは、ＴＬＩ
クラスタが本発明の第１の実施例（図４ａ～図４ｅ）と同様に現在使用中のＴＤＭＡを指
示する場合を示している。
【００８５】
　上記ＴＬＩ２（９４）は、例えば、図１２ｂに示すように拡張されたＴＤＭＡ４内の特
定の領域に対する使用状態を示すものとして用いられたが、上記ＴＬＩ２は、スペア領域
の拡張に伴って拡張された如何なるＴＤＭＡにも適用することができる。
【００８６】
　図１３ａ及び図１３ｂは、図１２ａ及び図１２ｂ内のＴＬＩがどのように用いられるか
に関する一例を示す図である。
【００８７】
　図１３ａに示すように、ディスク内のＴＤＭＡ０、ＴＤＭＡ１、ＴＤＭＡ２及びＴＤＭ
Ａ３の使用が完了し、現在、最後のＴＤＭＡ４内の特定期間／領域、例えばＮ３期間が使
用中であると仮定する。
【００８８】
　この場合、図１３ｂに示すように、上記ＴＤＭＡ０、ＴＤＭＡ１、ＴＤＭＡ２及びＴＤ
ＭＡ３がフルになり、現在ＴＤＭＡ４が使用中であるため、ＴＬＩ１（９３）内の４つの
クラスタ９３ａ～９３ｄの何れもが、特定の実際データまたはダミーデータが記録された
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記録状態になる。また、上記ＴＤＭＡ４内のＮ１及びＮ２期間／領域もフルになったため
、ＴＬＩ２（９４）内の三番目及び四番目のクラスタ９４ｃ、９４ｄも記録状態になり、
結局、これは、ＴＤＭＡ４内のＮ３期間／領域が現在使用中であることを意味する。
【００８９】
　図１４は、本発明の実施例に係るディスク初期化方法を示す図である。本方法は、上述
した何れのＴＬＩ構造にも同一に適用される。
【００９０】
　図１４に示すように、ディスクを初期化するとき（Ｓ１１９）、ユーザーまたはシステ
ムは、ディスクのスペア領域のモードを決める（Ｓ１２０）。上記過程は、一般に知られ
ている技術、例えば、ユーザー入力またはディスク内に記録されたモード信号／データに
基づいて実現可能である。上記スペア領域モードが“ノーマル”モードである場合、上記
ＴＬＩのサイズは、ディスク内に割り当てられたＴＤＭＡの数（例えば、‘ｘ'）より一
つ少ない数（‘ｘ－１'）のクラスタに割り当てられるか（図４ａ～図５ｃの場合）、ま
たは上記ＴＬＩのサイズは、ディスク内に割り当てられたＴＤＭＡの数（例えば、‘ｘ'
）と同じ数（‘ｘ'）のクラスタに割り当てられる（図６ａ～図６ｃの場合）（Ｓ１２１
）。
【００９１】
　上記段階（Ｓ１２０）においてスペア領域モードが“拡張”モードと決められた場合に
は、上記拡張されたスペア領域内に存在するＴＤＭＡのサイズも拡張され、拡張されたス
ペア領域は、同一サイズの期間／領域で特定の数（例えば、'ｙ'）に分割する。上記ＴＬ
Ｉ２のサイズは、上記分割された特定の数（‘ｙ'）より一つ少ない数（‘ｙ－１'）のク
ラスタに割り当てられる（Ｓ１２２）。この場合、類似して上記ＴＬＩ１のサイズは、デ
ィスク内に割り当てられたＴＤＭＡの数（例えば、‘ｘ'）より一つ少ない数（‘ｘ－１'
）のクラスタに割り当てられる（Ｓ１２３）。関連して、上記段階Ｓ１２２及びＳ１２３
は、上述した図１１ａ～図１３ｂに示すようなＴＬＩ構造に従って実現される。
【００９２】
　図１４に示すような方法及び本発明に係る上述したまた他の方法は、如何なるディスク
及びＴＬＩ構造内においても実現可能である。
【００９３】
　図１５は、本発明の実施例に係る光記録再生装置を示す図である。上述した本発明の方
法は、図１５に示す装置または別の好適な装置及びシステムによっても実現可能である。
【００９４】
　記録再生装置は、光ディスクへの記録及び／または再生を行う記録再生部１０と、この
記録再生部１０を制御する制御部２０とから構成される。制御部２０は、記録再生部１０
から特定領域への記録または再生指令を送る。記録再生部１０は、制御部２０からの指令
に従って特定領域への記録再生を行う。上記記録再生部１０は“光ドライブ”を使用する
ことができる。
【００９５】
　記録再生部１０は、コントロールユニット２０などの外部との通信を行うインターフェ
ース部１２と、光ディスクにデータを直接記録したり再生したりするピックアップ１１と
、ピックアップから再生信号を取り込んで所望の信号値に復元し、記録すべき信号を光デ
ィスクに記録される信号に変調して送るデータプロセッサ１３と、光ディスクから正確に
信号を取り出し、または光ディスクに信号を正確に記録するためにピックアップ１１を制
御するサーボ１４と、管理情報を含む様々な情報及びデータを一時保存するメモリ１５と
、上記記録再生部１０内の構成要素の制御を行うマイクロプロセッサ１６を含むことがで
きる。
【００９６】
　上記のような光記録再生装置における本発明の管理情報（ＴＬＩ）を用いたディスク再
生方法について詳しく説明すれば、次のとおりである。
【００９７】
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　光ディスクがローディングされれば、記録再生部１０は、ローディングされた光ディス
ク内から記録された各種のディスク情報を獲得する。特に、ローディングされた光ディス
クが追記型光ディスク、例えば、上述のＢＤ－ＷＯであれば、上記マイクロプロセッサ１
６は、ディスク内の現在使用中のＴＤＭＡ内における最終的に記録された位置を取得する
ために、管理領域内の特定の位置（例えば、ＴＤＭＡ０の先頭部分）に正義された管理情
報（ＴＬＩ）の記録状態を確認する。
【００９８】
　ＴＬＩ領域にアクセスして現在使用中のＴＤＭＡの位置を取得した後は、取得したＴＤ
ＭＡの始めからスキャンし、最終的に記録されたＴＤＭＳ情報を獲得する（または、上述
したように、ＴＬＩからＴＤＤＳ情報を獲得することも可能である）。上記獲得されたＴ
ＤＭＳ情報の一部は、制御部２０へ送り、制御部２０では送られたＴＤＭＳ情報を活用し
て再生指令を記録再生部１０へ送り、この結果、記録再生部１０による再生が行われる。
【００９９】
　また、図１５の光記録再生装置における本発明の管理情報（ＴＬＩ）を記録する方法に
ついて詳しく説明すれば、次のとおりである。
【０１００】
　上記マイクロプロセッサ１６は、特定順に沿っての使用が決められた複数のＴＤＭＡ内
にＴＤＭＳ情報を特定の使用順序に従って記録する。例えば、ＴＤＭＡ０から使用が始ま
って、当該ＴＤＭＡ０の使用が完了すれば、現在ＴＤＭＡ１が使用中であることを表示す
べくＴＬＩ内の特定クラスタを記録状態に変更する。
【０１０１】
　上記の動作は、ディスクがアイドル状態であるか、またはディスク内の記録が完了しデ
ィスクイジェクト状態であるとき、マイクロプロセッサ１６が現在使用中のＴＤＭＡの位
置を確認し、該当するＴＬＩ内の特定クラスタを一括記録状態に変更することも可能であ
る。
【０１０２】
　以上、上述した本発明の好適な実施例について図示し説明したが、当業者であれば特許
請求の範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲及び均等の範囲内で様々な
他の実施例への改良、変更、代替または付加などが可能であることは容易に理解できる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明に係る追記型光ディスクによれば、使用中のＴＤＭＡの位置へのアクセス時間が
軽減できるため、ＴＤＭＡを活用した追記型光ディスクの使用効率を一層高めることがで
きるという効果を奏する。また、最新のＴＤＤＳ情報をＴＬＩ内に記録することによって
、ＴＤＭＡ内に記録された上記ＴＤＤＳ情報が損失した場合、ＴＬＩ内に記録してあるＴ
ＤＤＳ情報にアクセスして活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】従来の書き換え型光ディスク（ＢＤ－ＲＥ）の構造を示す図である。
【図２ａ】本発明の実施例として、追記型光ディスクの単層の構造及び二層の構造を示す
図である。
【図２ｂ】本発明の実施例として、追記型光ディスクの単層の構造及び二層の構造を示す
図である。
【図３】本発明の実施例として、追記型光ディスクの一時ディスク管理／欠陥領域（ＴＤ
ＭＡ）内に記録される情報の例を示す図である。
【図４ａ】本発明の第１の実施例に係る、単層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ：ＴＤＭＡ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）の例を示す図で
ある。
【図４ｂ】本発明の第１の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
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【図４ｃ】本発明の第１の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図４ｄ】本発明の第１の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図４ｅ】本発明の第１の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図５ａ】本発明の第２の実施例に係る、単層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図５ｂ】本発明の第２の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図５ｃ】本発明の第２の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図６ａ】本発明の第３の実施例に係る、単層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図６ｂ】本発明の第３の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図６ｃ】本発明の第３の実施例に係る、二層ディスク内に備えられるＴＤＭＡ位置イン
ジケータ（ＴＬＩ）の例を示す図である。
【図７】本発明の実施例に係る、単層及び二層追記型光ディスク内にＴＤＭＡ位置インジ
ケータ（ＴＬＩ）が記録される多様な位置の例を示す図である。
【図８】本発明の実施例に係る、単層及び二層追記型光ディスク内にＴＤＭＡ位置インジ
ケータ（ＴＬＩ）が記録される多様な位置の例を示す図である。
【図９】本発明の実施例に係る、単層及び二層追記型光ディスク内にＴＤＭＡ位置インジ
ケータ（ＴＬＩ）が記録される多様な位置の例を示す図である。
【図１０ａ】本発明の実施例に係る、ＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）内に記録され
る情報を示す図である。
【図１０ｂ】本発明の実施例に係る、ＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）内に記録され
る情報を示す図である。
【図１１ａ】本発明の実施例に係る、拡張されたスペア領域を有する単層追記型光ディス
クの構造及びＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）領域を示す図である。
【図１１ｂ】本発明の実施例に係る、拡張されたスペア領域を有する単層追記型光ディス
クの構造及びＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）領域を示す図である。
【図１２ａ】本発明の実施例に係る、拡張されたスペア領域を有する二層追記型光ディス
クの構造及びＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）領域を示す図である。
【図１２ｂ】本発明の実施例に係る、拡張されたスペア領域を有する二層追記型光ディス
クの構造及びＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）領域を示す図である。
【図１３ａ】本発明の実施例に係る、拡張されたスペア領域を有する二層追記型光ディス
クの構造及びＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）領域を示す図である。
【図１３ｂ】本発明の実施例に係る、拡張されたスペア領域を有する二層追記型光ディス
クの構造及びＴＤＭＡ位置インジケータ（ＴＬＩ）領域を示す図である。
【図１４】本発明のスペア領域割り当てモードによる初期化方法を示す図である。
【図１５】本発明の実施例に係る追記型光ディスクの記録再生装置を示す図である。
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