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(57)【要約】
【課題】　本発明が達成しようとする技術的課題は、デ
ータ領域にユーザーデータ以外の他種のデータを記録し
て管理させうるための追記型ディスクを提供するところ
にある。
【解決手段】　本発明は、追記型ディスクに／からデー
タを記録／読み出す記録／読み出し部と、前記追記型デ
ィスクのデータ領域に、欠陥管理のための少なくとも一
つの領域の割当如何に関する命令により、前記欠陥管理
のための領域が前記データ領域に割当てられているか否
かを表す領域割当情報を前記追記型ディスクの所定領域
に記録するように、前記記録／読み出し部を制御する制
御部とを備えることを特徴とするデータの記録及び／ま
たは再生装置を提供する。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　追記型ディスクに／からデータを記録／読み出す記録／読み出し部と、
　前記追記型ディスクのデータ領域の少なくとも１つの領域が、欠陥管理のために割当て
られているか否かを表す領域割当情報を前記追記型ディスクの所定領域に記録するように
、前記記録／読み出し部を制御する制御部とを備えることを特徴とするデータの記録及び
／または再生装置。
【請求項２】
　前記領域割当情報は、前記データ領域に割当てられた領域のサイズに関する情報を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記追記型ディスクに設けられたリードイン領域、データ領域及びリー
ドアウト領域のうち、少なくとも何れか一つに設けられた臨時欠陥管理情報領域に前記領
域割当情報を記録するように、前記記録／読み出し部を制御することを特徴とする請求項
１に記載の装置。
【請求項４】
　前記制御部は、データ記録領域情報を前記追記型ディスクの所定領域に記録するように
前記記録／読み出し部を制御し、
　前記データ記録領域情報は、ヘッダー情報とデータが記録された領域とを表すビットマ
ップを含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記欠陥管理のための少なくとも一つの領域の割当如何を表す情報が記
録されている所定領域に対応する前記ビットマップのビット値を、データが記録された領
域であることを表す所定値を記録するように、前記記録／読み出し部を制御することを特
徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記ヘッダー情報は、前記追記型ディスクに追加的にデータを記録できるか否かを表す
最終化フラグを含むことを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記データ領域に前記欠陥管理のための領域を割当てない場合、前記欠
陥管理のための領域のサイズが実質的に“０”であることを表す領域割当情報を記録する
ように、前記記録／読み出し部を制御することを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記臨時欠陥管理領域に記録された領域割当情報を欠陥管理領域に記録
するように、前記記録／読み出し部を制御することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　欠陥管理のために前記データ領域に割当てられる前記領域は、スペア領域、臨時欠陥管
理情報領域、臨時欠陥情報領域又は臨時欠陥管理領域であることを特徴とする請求項１に
記載の装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、第２臨時欠陥管理領域が前記データ領域に割当てられていることを表す
領域割当情報を、前記追記型ディスクのリードイン領域に設けられた第１臨時欠陥管理領
域または前記第２臨時欠陥管理領域のうち、何れか一つに記録するように、前記記録／読
み出し部を制御することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１臨時欠陥管理領域は、アップデートされた臨時欠陥管理情報を、前記追記型デ
ィスクがデータ記録装置からイジェクトされる直前に、少なくとも１回記録するための領
域であり、
　前記第２臨時欠陥管理領域は、データを記録する所定オペレーション単位でアップデー
トされた臨時欠陥管理情報を記録するための領域であることを特徴とする請求項１０に記
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載の装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記データ領域に割当てられた前記欠陥管理のための少なくとも一つの
領域のサイズの変更命令により、前記欠陥管理のための少なくとも一つの領域の変更され
たサイズ情報を備える領域割当情報を前記所定領域に記録するように、前記記録／読み出
し部を制御し、前記領域割当情報をアップデートさせることを特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記臨時欠陥管理情報領域の開始位置から少なくとも一つのクラスタに
前記領域割当情報を記録するように、前記記録／読み出し部を制御することを特徴とする
請求項３に記載の装置。
【請求項１４】
　追記型ディスクに記録されたデータを読み出す読み出し部と、
　前記追記型ディスクの所定領域にアクセスして、領域割当情報を得るように前記読み出
し部を制御し、前記領域割当情報から前記追記型ディスクのデータ領域に割当てられた欠
陥管理のための少なくとも一つの領域の位置情報を得る制御部とを備えることを特徴とす
るデータ再生装置。
【請求項１５】
　前記領域割当情報は、前記データ領域に割当てられた領域のサイズに関する情報を含む
ことを特徴とする請求項１４に記載のデータ再生装置。
【請求項１６】
　前記ディスクはさらに、前記リードイン領域に第１臨時欠陥管理領域と、前記データ領
域に第２臨時欠陥管理領域とを備え、
　前記領域割当情報は、前記第２臨時欠陥管理領域が前記データ領域に割当てられている
ことを表し、
　前記領域割当情報を記録するための前記所定領域は、前記第１臨時欠陥管理領域及び前
記第２臨時欠陥管理領域のうち、何れか一つであることを特徴とする請求項１４に記載の
データ再生装置。
【請求項１７】
　前記領域割当情報が記録された前記所定領域は、前記追記型ディスクに設けられたリー
ドイン領域、データ領域及びリードアウト領域のうち、少なくとも何れか一つに設けられ
た臨時欠陥管理情報領域であり、前記領域割当情報は、臨時欠陥管理情報に含まれた情報
であることを特徴とする請求項１４に記載のデータ再生装置。
【請求項１８】
　欠陥管理のために前記データ領域に割当てられる前記領域は、スペア領域、臨時欠陥管
理情報領域、臨時欠陥情報領域及び臨時欠陥管理領域のうち、少なくとも何れか一つの領
域であることを特徴とする請求項１４に記載のデータ再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、追記型ディスクに係り、より詳細には、追記型ディスク上に設けられたデー
タ領域に、ユーザーデータ以外の他種のデータを記録するための領域の割当の可能な追記
型ディスク、追記型ディスクのデータ領域の管理方法、データ記録装置、データの再生方
法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　欠陥管理とは、ユーザーデータ領域に記録したユーザーデータに欠陥が発生した時、欠
陥が発生した部分に記録されたユーザーデータを再記録して、欠陥発生によるデータの損
失を補充することを言う。従来、欠陥管理は、線型置換を利用した欠陥管理方法と、飛ば
しを利用した欠陥管理方法とに大別される。線型置換とは、ユーザーデータ領域に欠陥が
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発生すれば、この欠陥領域をデータ領域に設けられたスペア領域の欠陥が発生していない
領域に置換することをいう。飛ばしとは、欠陥が発生した領域は使用せずに、“飛ばした
”後に欠陥が発生していない領域を順次に使用することをいう。
【０００３】
　線型置換方式及び飛ばし方式は、ＤＶＤ－ＲＡＭ／ＲＷなどの反復記録が可能であり、
ランダムアクセス方式による記録が可能なディスクに対して主に適用された。
【０００４】
　一方、最近には、一度データを記録すれば、再び消して記録できない特性を有する追記
型ディスクにも、欠陥管理のために線型置換方式が利用される方案が考慮されている。
【０００５】
　しかし、追記型ディスクにデータを記録する場合、記録されるデータの特性上、データ
の記録及び／または再生装置による線型置換方式による欠陥管理が難しい場合がある。例
えば、リアルタイムでデータを追記型ディスクに記録する場合には、データの記録及び／
または再生装置による線型置換方式による欠陥管理がむずかしい。
【０００６】
　したがって、欠陥管理のために追記型ディスクにスペア領域を常に設けるより、データ
の記録及び／または再生装置による欠陥管理を行おうとする場合のみに、ユーザーの選択
によってスペア領域を割り当てて欠陥管理を行うことが好ましい。
また、前記のスペア領域だけでなく、欠陥管理を含んだ他の目的の情報を記録するための
領域も、必要に応じてデータ領域に割り当てうる。
【０００７】
　ところが、ユーザーの選択により、欠陥管理のためのスペア領域などのユーザーデータ
を記録するための領域ではない領域をデータ領域内に割り当てる場合、データの記録及び
／または再生装置が追記型ディスクのデータ領域の構造を認識できないという問題がある
。
【０００８】
　すなわち、追記型ディスク上にデータ領域の構造に関する何らの情報が記録されていな
ければ、データの記録及び／または再生装置は、データ領域にユーザーデータを記録する
ための領域ではない、他の領域が割当てられているか、もし、その他の領域が割当てられ
ていれば、割当てられた領域の位置やサイズ及びその他の領域を除いた純粋なユーザーデ
ータ領域の位置やサイズが何なのかを把握できない。
【０００９】
　一方、ディスクにデータを記録した後、データが記録された領域を表す情報をビットマ
ップ形式で所定領域に記録することにより、データ記録または再生において便宜を図り得
る。
【００１０】
　より詳細に説明すれば、ディスク上の記録可能な領域は、データ記録単位またはエラー
訂正単位である複数のクラスタから形成される。このようなクラスタのうち、データが記
録されたクラスタと、記録されていないクラスタとをビットマップ形式の情報として記録
して、データの記録及び／または再生装置を記録または再生を所望の領域に速かにアクセ
スさせうる。
【００１１】
　特に、追記型ディスクにおいて、データが記録された領域を表すビットマップ情報の有
効性は非常に大きい。言い換えれば、追記型ディスクの場合、データを記録するためには
、データが記録されたクラスタの次のクラスタを速かに探さなければならない。したがっ
て、データが記録された領域を表すビットマップを利用すれば、データが記録されたクラ
スタの次のクラスタをより速かに探し得る。
【００１２】
　また、データが記録された領域を表すビットマップを利用することにより、追記型ディ
スクに追加的にデータを記録するなどによる追記型ディスクの状態変更を確認でき、追記
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型ディスクの状態変更以前の本来の追記型ディスクに記録されたデータを把握できる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明が達成しようとする技術的課題は、データ領域にユーザーデータ以外の他種のデ
ータを記録して管理させうるための追記型ディスクを提供するところにある。
【００１４】
　また、本発明が達成しようとする他の技術的課題は、データ記録状態を容易に把握でき
る追記型ディスクを提供するところにある。
【００１５】
　また、本発明が達成しようとするさらに他の技術的課題は、データ領域にユーザーデー
タ以外の他種のデータを記録して管理させうるための追記型ディスクのデータ領域の管理
方法を提供するところにある。
【００１６】
　また、本発明が達成しようとするさらに他の技術的課題は、データ領域にユーザーデー
タ以外の他種のデータを記録して管理させうるためのデータ記録装置を提供するところに
ある。
【００１７】
　また、本発明が達成しようとするさらに他の技術的課題は、データ領域にユーザーデー
タ以外の他種のデータが記録された追記型ディスクに記録されたデータの再生方法を提供
するところにある。
【００１８】
　また、本発明が達成しようとするさらに他の技術的課題は、データ領域にユーザーデー
タ以外の他種のデータが記録された追記型ディスクに記録されたデータの再生装置を提供
するところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　前記課題を達成するために、本発明の一側面による追記型ディスクは、リードイン領域
、データ領域及びリードアウト領域を備える追記型ディスクにおいて、欠陥管理のための
少なくとも一つの領域が前記データ領域に割当てられているか否かを表す領域割当情報を
記録するための所定領域を備えることを特徴とする。
【００２０】
　前記課題を達成するために、本発明の他の側面による追記型ディスクは、少なくとも一
つの記録層を備える追記型ディスクにおいて、ユーザーデータを記録するための少なくと
も一つのデータ領域と、欠陥管理のための少なくとも一つの領域が、前記少なくとも一つ
のデータ領域に割当てられているか否かを表す領域割当情報を記録するための少なくとも
一つの所定領域と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
　前記更に他の課題を達成するために、本発明による追記型ディスクのデータ領域の管理
方法は、追記型ディスクのデータ領域に欠陥管理のための少なくとも一つの領域の割当如
何に関する命令を入力されるステップと、前記命令によって前記欠陥管理のための領域が
前記データ領域に割当てられているか否かを表す領域割当情報を、前記追記型ディスクの
所定領域に記録するステップとを含むことを特徴とする。
【００２２】
　前記更に他の課題を達成するために、本発明によるデータ記録装置は、追記型ディスク
に／からデータを記録／読み出す記録／読み出し部と、前記追記型ディスクのデータ領域
に欠陥管理のための少なくとも一つの領域の割当如何に関する命令により、前記欠陥管理
のための領域が前記データ領域に割当てられているか否かを表す領域割当情報を前記追記
型ディスクの所定領域に記録するように、前記記録／読み出し部を制御する制御部と、を
備えることを特徴とする。
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【００２３】
　前記更に他の課題を達成するために、本発明によるデータの再生方法は、追記型ディス
クの所定領域にアクセスして領域割当情報を得るステップと、前記領域割当情報から前記
追記型ディスクのデータ領域に割当てられた欠陥管理のための少なくとも一つの領域の位
置情報を得るステップとを含むことを特徴とする。
【００２４】
　前記更に他の課題を達成するために、本発明によるデータ再生装置は、追記型ディスク
に記録されたデータを読み出す読み出し部と、前記追記型ディスクの所定領域にアクセス
して領域割当情報を得るように前記読み出し部を制御し、前記領域割当情報から前記追記
型ディスクのデータ領域に割当てられた欠陥管理のための少なくとも一つの領域の位置情
報を得る制御部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、データ領域の構造に関する領域割当情報を追記型ディスクに記録して
、ディスクドライブがデータ領域の構造を認識できるようにすることで、欠陥管理のため
のスペア領域などのユーザーデータを記録するための領域ではない領域をデータ領域内に
割り当てられるため、ディスクの活用度を向上させられる。
【００２６】
　また、ディスクを初期化した後にもディスク再初期化により、変更された領域割当情報
をアップデートすることでデータ領域の構造を変更することも可能である。
【００２７】
　また、ディスクの所定領域にデータ記録領域を表すビットマップ情報を記録することに
より、ディスクドライブが所望の領域に対する迅速なアクセスを可能にし、ディスクに追
加的にデータを記録する等によるディスクの状態変更を確認でき、ディスクの状態変更以
前の本来のディスクに記録されたデータを把握できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、添付された図面を参照して、本発明に係る好ましい実施形態を詳細に説明する。
【００２９】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の好ましい実施形態に係る追記型ディスク（以下、ディス
クという）の構造を示す図である。図１Ａを参照するに、ディスクが一つの記録層Ｌ０を
有する単一記録層ディスクである場合、リードイン領域、データ領域及びリードアウト領
域から形成されたディスクの構造を有する。リードイン領域は、ディスクの内周側に位置
し、リードアウト領域は、ディスクの外周側に位置する。データ領域は、リードイン領域
とリードアウト領域との間に位置する。データ領域は、ユーザーデータ領域が位置し、デ
ータ領域の先頭から所定サイズほどスペア領域が割当てられている。
【００３０】
　図１Ｂを参照するに、ディスクが二つの記録層Ｌ０、Ｌ１を有する二重記録層ディスク
である場合、記録層Ｌ０には、リードイン領域、データ領域、外側領域がディスクの内周
側から外周側に順次に配置され、記録層Ｌ１には、外側領域、データ領域及びリードアウ
ト領域がディスクの外周側から内周側に順次に配置される。図１Ａの単一記録層ディスク
とは違って、リードアウト領域は、ディスクの内周側に配置されている。すなわち、デー
タを記録する記録経路は、記録層Ｌ０のリードイン領域から記録層Ｌ０の外側の領域に、
次いで、記録層Ｌ１の外側の領域から記録層Ｌ１のリードアウト領域につながるＯＴＰ（
オポジットトラックパス）である。スペア領域は、記録層Ｌ０、Ｌ１にそれぞれ割当てら
れる。
【００３１】
　本実施形態でスペア領域は、リードイン領域または外側の領域とユーザーデータ領域と
の間のみに存在するが、必要に応じて多様な位置に一つ以上が配置されうる。
【００３２】
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　まず、本発明に係る追記型ディスクの初期化について説明する。
【００３３】
　ディスクの初期化とは、ディスクを使用する前の事前準備過程である。より詳細に説明
すれば、ディスクのデータ領域を活用するために、データ領域に記録及び／または再生装
置による欠陥管理のためのスペア領域などのユーザーデータ以外の情報が記録される他の
領域が割当てられているか、もし、他の領域が割当てられていれば、その領域の位置はど
こなのか等、記録及び／または再生装置がデータ領域の構造を認識できるようにするため
に、データ領域の構造に関する情報をディスクの所定領域に記録する過程をいう。
【００３４】
　初期化が完了して、初期化情報、すなわち、データ領域の構造に関する情報が記録され
れば、記録及び／または再生装置は、ディスクのデータ領域にユーザーデータ以外の情報
が記録される他の領域が割当てられているか否か、その位置、及びユーザーデータを記録
する領域を把握できる。
【００３５】
　以下では、図２ないし図９を参照して、本発明によって欠陥管理のためのスペア領域が
データ領域に割当てられたディスクの実施形態を説明する。
【００３６】
　図２は、本発明の第１実施形態に係るデータ領域管理の可能な単一記録層ディスクを示
す図である。
【００３７】
　本実施形態に係るディスクのリードインゾーンは、欠陥管理領域（Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）ＤＭＡ１、ＤＭＡ２、記録条件テスト領域、臨時欠陥管理
情報（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ：ＴＤＤＳ）
領域、臨時欠陥情報（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ＤｅＦｅｃｔ　Ｌｉｓｔ：ＴＤＦＬ）領域、
スペースビットマップ（ＳＢＭ）領域及びディスク＆ドライブ情報領域を備える。
【００３８】
　通常、記録及び／または再生装置は、ディスクがローディングされれば、リードイン領
域及び／またはリードアウト領域にある情報を読み取って、ディスクをどのように管理し
、どのように記録または再生するかを把握する。リードイン領域及び／またはリードアウ
ト領域に記録された情報の量が多ければ多くなるほど、ディスクをローディングした後に
、記録または再生を準備するためにかかる時間が長くなるという問題が発生する。したが
って、本実施形態では、臨時管理情報、すなわち、ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬの概念を導入し
、それらをリードイン領域及び／またはリードアウト領域のＤＭＡと別途に設けられたＴ
ＤＦＬ領域またはＴＤＤＳ領域に記録しておく。
【００３９】
　一方、ディスクにそれ以上のデータを記録する必要がない場合、すなわち、最終化時点
でこれまで記録されたＴＤＦＬ及びＴＤＤＳを最終的にＤＭＡに記録する。これは、数回
更新されて記録されたＴＤＦＬ及びＴＤＤＳのうち、最終的に有意味な情報をＤＭＡに移
すことにより、記録及び／または再生装置が今後ディスクから欠陥管理情報を読み取る場
合、ＤＭＡから最終的に有意味な情報のみを読み取らせて、より早く初期化が可能である
という長所があるためであり、欠陥管理情報を複数の箇所に記録しておくことにより、情
報の信頼性を向上させ得るという長所があるためである。
【００４０】
　本実施形態で、欠陥管理は、線型置換方式によるため、ＴＤＦＬは、欠陥が発生した領
域がどこなのか知らせる情報と、新たに代替された領域がどこなのか知らせる情報とから
構成される。より好ましく、ＴＤＦＬは、欠陥が発生した領域が単一欠陥クラスタなのか
、物理的に連続的な欠陥が発生した連続欠陥クラスタなのかを知らせる情報を更に含む。
ＴＤＤＳは、ＴＤＦＬを管理するための情報であって、ＴＤＦＬが記録された位置を知ら
せる情報を含む。
【００４１】
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　また、リードインゾーンは、データが記録された領域に関するビットマップ情報を含む
データ記録領域情報に該当するＳＢＭ領域を備える。
【００４２】
　データ領域は、スペア領域１、スペア領域２及びユーザーデータ領域を備える。
【００４３】
　本実施形態は、ディスクの初期化時に、ユーザーの選択によって記録及び／または再生
装置による欠陥管理を行う場合、データ領域の先頭にスペア領域１が、後尾にスペア領域
２が割当てられている。
【００４４】
　リードアウトゾーンは、ＤＭＡ３、ＤＭＡ４及びその他の領域を備える。
【００４５】
　ユーザーが記録及び／または再生装置による欠陥管理を決定して、記録及び／または再
生装置へスペア領域の割当を命令すれば、記録及び／または再生装置は、データ領域の所
定の位置、例えば、データ領域の先頭及び後尾の所定サイズの領域にスペア領域１及びス
ペア領域２をそれぞれ割り当てる。
【００４６】
　記録及び／または再生装置は、スペア領域が割当てられていることを表す情報である領
域割当情報をＴＤＤＳ領域の第一クラスタに記録する。領域割当情報は、例えば、割当て
られたスペア領域のサイズになりうる。スペア領域の開始アドレスまたは終了アドレスが
定められた場合、例えば、スペア領域１がデータ領域の先頭に位置し、スペア領域２がデ
ータ領域の後尾に位置することが定められた場合には、スペア領域のサイズ情報のみでも
、記録及び／または再生装置は、スペア領域が割当てられたことを認識することはもちろ
ん、スペア領域の位置及びそのサイズを認識できる。
【００４７】
　しかし、スペア領域の開始アドレスまたは終了アドレスが定められていない場合には、
スペア領域の開始アドレス及び終了アドレスを記録するか、またはスペア領域の開始アド
レスまたは終了アドレス、及びスペア領域のサイズの情報を記録することが好ましい。一
方、本実施形態では、領域割当情報をＴＤＤＳ領域に記録したが、必要に応じて、他の領
域に記録することも可能である。
【００４８】
　領域割当情報をＴＤＤＳ領域の第一クラスタに記録した後、ＳＢＭ領域の第一クラスタ
に、ＴＤＤＳ領域の第一クラスタの位置に該当するビットと、ＳＢＭ領域の第一クラスタ
の位置に該当するビットとは‘１’であり、残りのクラスタに対するビット値は‘０’と
記録されたビットマップを記録する。
【００４９】
　もし、ユーザーがデータの記録及び／または再生装置による欠陥管理を所望しない場合
には、記録及び／または再生装置は、スペア領域１及びスペア領域２のサイズが‘０’と
いう領域割当情報をＴＤＤＳ領域の第一クラスタに記録する。
【００５０】
　領域割当情報をＴＤＤＳ領域に記録した後、ＳＢＭ領域の第一クラスタにＴＤＤＳ領域
の第一クラスタの位置に該当するビット及びＳＢＭ領域の第一クラスタの位置に該当する
ビットを‘１’とし、残りのクラスタに対するビット値は‘０’であるビットマップを記
録する。
【００５１】
　前記のように、ディスクの初期化時に、データ領域にスペア領域が割当てられているこ
とを表す領域割当情報をＴＤＤＳ領域に記録して、ディスクにデータを記録した後にも、
ディスクを再初期化して領域割当情報をアップデートすることでデータ領域の構造を変更
できる。ディスクの再初期化については、図１４と共に後述する。
一方、ユーザーが記録及び／または再生装置による欠陥管理を所望しない場合には、ＤＭ
Ａには何らの情報が記録されないため、ＴＤＤＳに記録された領域割当情報をＤＭＡにデ



(9) JP 2008-112569 A 2008.5.15

10

20

30

40

50

ィスクの最終化以前でも記録する。
【００５２】
　書換可能なディスクにはＴＤＤＳ領域が存在しないため、領域割当情報がＴＤＤＳに記
録された追記型ディスクを、書換可能なディスクの再生装置を使用しては再生できない。
したがって、追記型ディスクの最終化時点で、ＴＤＤＳに記録された情報をＤＭＡに記録
して、互換性の問題を解決する。
【００５３】
　したがって、記録及び／または再生装置による欠陥管理をしない場合には、ディスクの
最終化以前に、ＴＤＤＳに記録された領域割当情報をＤＭＡに記録することにより、書換
可能なディスクの再生装置でも追記型ディスクの再生が可能になる。
【００５４】
　図３は、図２に示すＴＤＤＳ領域の一実施形態を示す図である。
【００５５】
　ＴＤＤＳは、レコーディングオペレーションが終了するまで、少なくとも一回ＴＤＤＳ
領域の一つのクラスタに記録される。したがって、ＴＤＤＳ領域には、複数のＴＤＤＳで
あるＴＤＤＳ　＃０、ＴＤＤＳ　＃１、・・・が記録される。
【００５６】
　一方、本実施形態で、ＴＤＤＳは、レコーディングオペレーションが終了する時に、１
回ＴＤＤＳ領域の一つのクラスタに記録される。
【００５７】
　図３を参照するに、ＴＤＤＳ領域は、複数のクラスタから構成される。クラスタは、デ
ータ記録の基本単位であって、所定個数のセクターから構成される。セクターは、ディス
クを構成する物理的な基本単位である。
ディスクの初期化過程で、ユーザーによりスペア領域の割当如何が決定されれば、スペア
領域の割当如何に関する領域割当情報がＴＤＤＳ　＃０に記録される。
【００５８】
　ＴＤＤＳ　＃０は、ＴＤＤＳの識別子、ＴＤＤＳのアップデート回数を表すカウンタ情
報、データの記録及び／または再生装置情報の位置情報、もし、対応するＴＤＦＬがある
場合、そのＴＤＦＬが記録された位置情報、及びスペア領域１とスペア領域２の位置情報
に該当するスペア領域のサイズ情報を含む。前記のように、もし、ユーザーが記録及び／
または再生装置による欠陥管理を所望せずにスペア領域を割当てない場合には、スペア領
域１及びスペア領域２のサイズは‘０’と記録される。
【００５９】
　一方、ＴＤＦＬ領域の詳細構成を別途に図示してはいないが、ＴＤＦＬ　＃ｉには、レ
コーディングオペレーション＃ｉが行われる間に記録されたデータに発生した欠陥に関す
る情報、及び代替領域に関する情報が記録される。また、ＴＤＦＬ　＃ｉには、以前のＴ
ＤＦＬ　＃０、ＴＤＦＬ　＃１、ＴＤＦＬ　＃２、・・・、ＴＤＦＬ　＃ｉ－１に記録さ
れた欠陥情報が累積されて記録されず、対応するレコーディングオペレーション＃ｉが行
われる間に記録された領域で発生した欠陥に関する情報のみが記録される。これにより、
記録容量を最小化して、ＴＤＤＳの記録空間が効率的に使用されうる。
【００６０】
　図４は、図２に示すＳＢＭ領域の一実施形態を示す図である。
【００６１】
　ＳＢＭ領域は、複数のクラスタから構成され、それぞれのＳＢＭ　＃ｉは、一つのクラ
スタに記録される。
【００６２】
　各ＳＢＭ　＃ｉは、ヘッダー領域とビットマップ領域とから構成される。ヘッダー領域
には、ＳＢＭの識別子情報、ＳＢＭのアップデート回数を表すカウンタ情報及び最終化フ
ラグを含む。最終化フラグについては後述する。
【００６３】
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　ビットマップ領域には、データが記録可能な全体領域に対してクラスタ単位で、データ
が記録されたクラスタと記録されていないクラスタとをビット値を異ならせて表したビッ
トマップが記録される。
【００６４】
　ＴＤＤＳ　＃０が記録された後、ＳＢＭ　＃０は、ＳＢＭ領域の第一クラスタに記録さ
れる。ＴＤＤＳ領域の第一クラスタの位置に該当するビットと、ＳＢＭ領域の第一クラス
タの位置に該当するビットとを‘１’とし、残りのクラスタに対する値は‘０’と記録す
ることでＳＢＭ　＃０のビットマップが記録される。
【００６５】
　このように、ＴＤＤＳ　＃０にスペア領域のサイズに関する情報を記録することにより
、記録及び／または再生装置は、スペア領域が割当てられているか否か、及び割当てられ
たスペア領域の位置またはサイズを認識でき、ＴＤＤＳ　＃０を記録した後にＳＢＭ＃０
を記録して、データが記録されている領域と、データが記録されていない領域とを、ビッ
トマップを通じて記録及び／または再生装置が速かに認識できる。
【００６６】
　図２に示す本発明の一実施形態では、ＴＤＤＳ領域、ＴＤＦＬ領域及びＳＢＭ領域が別
途に形成されて、ＴＤＤＳ、ＴＤＦＬ及びＳＢＭ情報が別途のクラスタに記録されている
。しかし、ＴＤＤＳ及びＳＢＭ情報を記録するための多様な変形が可能である。
【００６７】
　図５は、本発明の第２実施形態に係るデータ領域管理の可能な単一記録層ディスクを示
す図である。
【００６８】
　本実施形態では、リードインゾーンにＴＤＤＳ及びＳＢＭ情報を共に記録するための領
域が形成される。
【００６９】
　ユーザーが記録及び／または再生装置による欠陥管理を決定して、記録及び／または再
生装置へスペア領域割当を命令すれば、記録及び／または再生装置は、データ領域の先頭
と後尾の所定サイズの領域にスペア領域１及びスペア領域２をそれぞれ割り当てる。
【００７０】
　記録及び／または再生装置は、スペア領域が割当てられていることを表す領域割当情報
をＴＤＤＳ及びＳＢＭ領域の第一クラスタに記録する。
【００７１】
　図６は、図５に示すＴＤＤＳ及びＳＢＭ領域の実施形態を示す図である。
【００７２】
　ＴＤＤＳ及びＳＢＭ情報が一つのクラスタに記録され、ＴＤＤＳは、領域割当情報に該
当する各スペア領域のサイズ情報を含み、ＳＢＭ情報は、ビットマップを含む。
【００７３】
　領域割当情報は、ＴＤＤＳ及びＳＢＭ領域の第一クラスタに記録された後、ＴＤＤＳ及
びＳＢＭ領域の第一クラスタに該当するビットを‘１’とし、残りのクラスタに対する値
は‘０’と記録する。
【００７４】
　図７は、本発明の第３実施形態に係るデータ領域管理の可能な単一記録層ディスクを示
す図である。
【００７５】
　本実施形態では、リードインゾーンにＴＤＦＬとＴＤＤＳとを共に記録するためのＴＤ
ＭＡ、及びディスク＆ドライブ情報とＳＢＭ情報とを共に記録するための領域が形成され
る。したがって、ＴＤＦＬ及びＴＤＤＳが一つのクラスタに記録され、ディスク＆ドライ
ブ情報及びＳＢＭ情報が一つのクラスタに記録される。
【００７６】
　他の実施形態と同様に、ユーザーが記録及び／または再生装置による欠陥管理を決定し
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て、記録及び／または再生装置へスペア領域割当を命令すれば、記録及び／または再生装
置は、データ領域の先頭及び後尾の所定サイズの領域にスペア領域１、スペア領域２をそ
れぞれ割り当てる。
【００７７】
　記録及び／または再生装置は、スペア領域が割当てられていることを表す領域割当情報
をＴＤＭＡの第一クラスタに記録する。
【００７８】
　図８は、図７に示すＴＤＭＡの実施形態を示す図である。
【００７９】
　ＴＤＭＡは、それぞれの欠陥管理情報が記録されるクラスタから構成される。各欠陥管
理情報が記録されるクラスタには、ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬが記録される。ＴＤＤＳは、領
域割当情報に該当する各スペア領域のサイズ情報を含む。
【００８０】
　図９は、図７に示すディスク＆ドライブ情報及びＳＢＭ情報領域の実施形態を示す図で
ある。
【００８１】
　各クラスタには、ディスク＆ドライブ情報及びＳＢＭ情報が記録される。ＳＢＭ情報は
、ビットマップを含む。
【００８２】
　スペア領域に関する情報がＴＤＭＡの第一クラスタに記録された後、ＴＤＭＡの第一ク
ラスタに該当するビットと、ディスク＆ドライブ情報及びＳＢＭ情報領域の第一クラスタ
に該当するビットとを‘１’とし、残りのクラスタに対する値は‘０’であるビットマッ
プを、ディスク＆ドライブ情報及びＳＢＭ情報領域の第一クラスタのＳＢＭ領域に記録す
る。
【００８３】
　図１０は、本発明の第４実施形態に係るデータ領域管理の可能な単一記録層ディスクを
示す図である。
【００８４】
　本実施形態は、前記第１実施形態ないし第３実施形態とは異なって、データ領域にＴＤ
ＤＳ２が更に割当てられ、リードイン領域にＴＤＤＳ１が割当てられる。
【００８５】
　ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２との違いは、ＴＤＭＡ１には、少なくともディスクが記録及び
／または再生装置からイジェクトされる直前、またはディスクの初期化時にアップデート
された情報が記録され、ＴＤＭＡ２には、ディスクにデータを記録する途中にオペレーシ
ョン単位でアップデートされた情報が記録されるという点にある。ここで、オペレーショ
ン単位とは、データをクラスタに記録した後に検証する動作である“ｖｅｒｉｆｙ－ａｆ
ｔｅｒ－ｗｒｉｔｅ”の単位を言う。
【００８６】
　もし、ＴＤＭＡをリードイン領域に一つのみを割り当てれば、ＴＤＭＡがリードイン領
域に設けられることにより、その領域のサイズに制約があり、したがって、情報のアップ
デートを頻繁に行えないという問題がある。さらに、アップデート回数を制限するために
、データ記録後にディスクをイジェクトする時にＴＤＤＳをアップデートすれば、データ
記録中に停電などにより記録及び／または再生装置に供給されるパワーがダウンされる場
合には、ＴＤＤＳをアップデートできないという問題が発生する。
【００８７】
　したがって、前記問題を解決するために、データ領域にＴＤＭＡ２を更に割り当て、“
ｖｅｒｉｆｙ－ａｆｔｅｒ－ｗｒｉｔｅ”単位でＴＤＤＳをＴＤＭＡ２にアップデートす
ることにより、パワーダウンによりＴＤＤＳをアップデートできないという問題を防止で
き、ディスクのイジェクト後にディスクの最終的な欠陥情報、及びディスク記録状態など
のディスク状態情報がＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２に重なって記録されて、情報の堅牢性を向
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上させうる。
【００８８】
　ＴＤＭＡ２は、情報のアップデート回数が頻繁であり、その領域のサイズが大きくなる
ためデータ領域に設け、相対的に小さい領域を必要とするＴＤＭＡ１は、リードインゾー
ンまたはリードアウトゾーンに設ける。
【００８９】
　ディスクの初期化時に、ユーザーが、記録及び／または再生装置による欠陥管理を所望
しない場合、または記録及び／または再生装置による欠陥管理を所望しても、ＴＤＭＡ２
の割当を所望しない場合、ＴＤＭＡ２はデータ領域に割当てられずに、ＴＤＭＡ２がデー
タ領域に割当てられていないことを表す領域割当情報がＴＤＭＡ１に記録される。
【００９０】
　図１１は、図１０に示すＴＤＭＡ１の実施形態を示す図である。図１１を参照するに、
本実施形態のＴＤＭＡ１は、ＴＤＦＬ、ＴＤＤＳ及びＳＢＭが共に記録される。より具体
的には、ＴＤＤＳ及びＳＢＭは、共に一つのクラスタＴＤＤＳ＋ＳＢＭ　＃ｋ（ｋは、０
以上の整数）に記録され、ＴＤＦＬは、他のクラスタに記録される。ＴＤＭＡ２も、ＴＤ
ＭＡ１と同じ構造を有する。
【００９１】
　図１２は、図１１に示すＴＤＤＳ及びＳＢＭが共に記録されたクラスタであるＴＤＤＳ
＋ＳＢＭ　＃ｋの詳細構成を示す図である。図１２を参照するに、クラスタＴＤＤＳ＋Ｓ
ＢＭ　＃ｋのＴＤＤＳには、記録条件テストの可能な位置情報、ドライブ情報の位置情報
、ＴＤＦＬの位置情報、スペア領域１及びスペア領域２の位置情報、ＴＤＭＡ２の位置情
報、他の記録層についてのＴＤＤＳ＋ＳＢＭの位置情報、他のＴＤＭＡのＴＤＤＳ＋ＳＢ
Ｍの位置情報などを含む。
【００９２】
　スペア領域１及びスペア領域２の位置情報と、ＴＤＭＡ２の位置情報とは、ディスク上
に各領域の開始アドレスや終了アドレスが定められた場合には、サイズ情報のみでも十分
である。もし、そうでない場合、位置情報は、各領域の開始アドレス及び終了アドレスで
表す。もし、ディスクが少なくとも二つ以上の記録層を有する場合、各記録層別にＳＢＭ
を作成して記録する。
【００９３】
　図１３は、ディスクの初期化時に初期化情報が記録されたＴＤＤＳ＋ＳＢＭ　＃０の詳
細構成を示す図である。
【００９４】
　データ領域にスペア領域１及び２とＴＤＭＡ２とを割り当てた場合、初期化情報に該当
する各領域のサイズ情報が記録される。サイズ情報のみを記録するということは、最小各
領域の開始アドレスまたは終了アドレスは定められていることを意味する。
【００９５】
　一方、ディスクのデータ領域にスペア領域などを割り当て、その領域割当情報を記録し
てディスクを初期化した後にも、ディスクを再初期化して領域割当情報をアップデートす
ることにより、データ領域の構造を変更できる。
【００９６】
　図１４は、ディスクの再初期化情報が記録されたＴＤＤＳ＋ＳＢＭ　＃ｎ＋１の詳細構
成を示す図である。図１４を参照するに、ＴＤＤＳ領域にスペア領域１及びスペア領域２
とＴＤＭＡ２の変化されたサイズについての情報が記録されている。
【００９７】
　例えば、データ領域にスペア領域１、ＴＤＭＡ２、ユーザーデータ領域及びスペア領域
２の順に各領域が設けられ、スペア領域２は、欠陥データが、アドレスの大きいクラスタ
から小さなクラスタ方向に記録される場合、ユーザーデータ領域の最も大きいアドレスの
クラスタとスペア領域２の最も小さなアドレスのクラスタとの間に存在する記録領域を流
動的に使用するために、ディスクの再初期化を行う。
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【００９８】
　すなわち、ディスクを再初期化してスペア領域２のサイズを大きくしたり小さくするこ
とにより、ユーザーデータ領域の最も大きいアドレスのクラスタとスペア領域２の最も小
さなアドレスのクラスタとの間に存在する記録領域を効果的に使用する。
【００９９】
　ディスクの再初期化情報は、ＴＤＭＡ１またはＴＤＭＡ２に属する少なくとも一つのＴ
ＤＤＳ＋ＳＢＭクラスタに記録する。
【０１００】
　以下では、データ記録領域情報に該当するＳＢＭについて更に詳細に説明する。
【０１０１】
　図１５は、本発明の一実施形態に係るＳＢＭ領域を示す図である。図１５を参照するに
、データ記録領域情報に該当するＳＢＭが、ＳＢＭ　＃０からＳＢＭ　＃ｎまで記録され
ている。本実施形態でＳＢＭ　＃ｉ（ｉ＝０からｎまでの整数）は、一つのクラスタに記
録される。しかし、図６及び図９に示すように、一つのクラスタに他の情報と共に記録さ
れることも可能である。
【０１０２】
　各ＳＢＭ　＃ｉ（ｉ＝０からｎまでの整数）は、各ＳＢＭを識別する識別子情報ＳＢＭ
　＃ｉ、最終化フラグ情報及びアップデートカウンタを含むヘッド情報と、ディスクの全
体記録領域に対するデータ記録単位であるクラスタ単位でデータ記録如何を表すビットマ
ップ情報であるビットマップ＃ｉ（ｉ＝０からｎまでの整数）とを含む。
【０１０３】
　ディスクにデータが記録されることにより、データ記録領域情報に変動が発生する場合
、データ記録領域を表す新たなビットマップ情報を含むＳＢＭ　＃ｉを生成して記録せね
ばならない。新たなＳＢＭ　＃ｉが生成されて記録される場合、アップデートカウンタは
、データ記録領域情報の更新回数を表す。
【０１０４】
　各ＳＢＭ　＃ｉをいつ生成して更新するかは、それぞれの記録及び／または再生装置に
内蔵されたプログラムによって異なり得る。しかし、ディスクにデータを記録した後、記
録及び／または再生装置からイジェクトする前に、少なくとも１回は新たなＳＢＭ　＃ｉ
を生成して記録せねばならない。
【０１０５】
　最終化フラグは、ディスクが最終化されたか否かを表すフラグである。
【０１０６】
　図１６は、本発明の一実施形態に係る最終化されたＳＢＭ領域を示す図である。
【０１０７】
　最終化以前には、ＳＢＭのヘッド部分の最終化フラグの値を“０”として、他の情報と
共に記録する。図１１を参照するに、最終化以前に記録されたＳＢＭは、ＳＢＭ　＃ｎで
ある。コンピュータのようなホストから記録及び／または再生装置へ最終化を命令する最
終化命令が下されれば、最終的にアップデートされたＳＢＭ　＃ｎの情報のうち、最終化
フラグの値のみを“０”から“１”に変え、再びＳＢＭ　＃ｎを記録することにより、デ
ィスクが最終化されたことを表示する。
【０１０８】
　また、必要に応じ、最終化フラグが“１”であるＳＢＭ　＃ｎが記録された次の領域に
、所定のデータ、例えば、“ｆｆｈ”のようなデータを記録することにより、それ以上の
ＳＢＭを記録できないようにして、ディスクへの追加的なデータ記録を防止する。
【０１０９】
　最終化フラグが“１”であるＳＢＭの情報により、ユーザーは、最終化された時点のデ
ィスクの記録状態を保存できる。すなわち、最終化された後にディスクに任意のデータが
変更または追加されても、最終化フラグが“１”であるＳＢＭに含まれたビットマップ情
報により、どの領域に記録されたデータのみが最終化当時に記録されたデータであるかを
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確認できるため、それ以外の領域に記録されたデータは、最終化以後に追加されたもので
あるということが分かる。
【０１１０】
　一方、データ記録領域情報の各ＳＢＭ＃ｉを記録するための領域は、図１に示すデータ
領域、リードイン領域またはリードアウト領域のうち、少なくとも何れか一つの領域に位
置することが好ましい。
【０１１１】
　以上、説明した本発明の実施形態では、データ領域にスペア領域とＴＤＭＡとを割り当
てた場合を説明したが、本発明は、これに限定されない。すなわち、データ領域に割り当
てうる領域は、前記スペア領域及びＴＤＭＡの他にも、ＴＤＦＬ領域、ＴＤＤＳ領域など
の多様な情報領域があり、当業者ならば、多様な情報領域を考えうる。
【０１１２】
　また、前記の本発明の実施形態で、ＴＤＤＳ領域及びＳＢＭ領域は、リードイン領域に
配置された場合を説明したが、これに限定されるのではなく、他の領域、例えば、データ
領域またはリードアウト領域に配置することも可能である。
【０１１３】
　また、別途に図示していないが、ＴＤＦＬ領域がデータ領域に配置されることも可能で
ある。このような場合、ユーザーがデータの記録及び／または再生装置による欠陥管理を
所望する場合、ユーザーは、スペア領域１、スペア領域２及びＴＤＦＬ領域を割り当てた
後、ＴＤＤＳとＳＢＭ情報を、前記のような方式で記録する。ＴＤＦＬの位置は、リード
イン領域とスペア領域１との間、スペア領域１とユーザーデータ領域との間、ユーザーデ
ータ領域の中間、ユーザーデータ領域とスペア領域２との間、スペア領域２とリードアウ
ト領域との間など、どこにも位置しうる。
【０１１４】
　一方、データの記録及び／または再生装置による欠陥管理を所望しない場合、スペア領
域の割当は必要ないが、ユーザーがディスク全体のスキャンによるディスクの欠陥状態情
報を利用してリアルタイムでデータを記録しようとする場合、スキャンによるディスクの
欠陥状態情報をＴＤＦＬ領域に記録する必要があるため、ディスクの初期化時にＴＤＦＬ
領域の割当は必要である。
【０１１５】
　以上で説明した本発明の実施形態は、記録層が一つであるディスクの場合について説明
した。二つ以上の記録層を有するディスクについても、別途に図示していないが、前記と
同じ方式によってスペア領域管理及びビットマップ記録過程を行える。
【０１１６】
　一方、本実施形態に係る追記型ディスクの場合、欠陥管理のためにＴＤＭＡを設ける。
しかし、書換可能なＲｅ－ｗｒｉｔａｂｌｅディスクには、ＤＭＡのみがあり、ＴＤＭＡ
は存在しないため、Ｒｅ－ｗｒｉｔａｂｌｅディスク記録／再生装置で追記型ディスクを
記録または再生するためには、互換性の問題が発生し得る。互換性の問題を解決するため
に、追記型ディスクの最終化以前にＴＤＭＡに記録されたＴＤＦＬをＤＭＡに複写して記
録する。
【０１１７】
　図１７は、本発明の一実施形態に係るデータ記録装置のブロック図を示す図である。図
１７に示す実施形態に係る記録装置は、記録／読み出し部１、制御部２及びメモリ部３を
備える。
【０１１８】
　記録／読み出し部１は、制御部２の制御に応じて本発明に係る追記型ディスク１００に
データを記録し、記録されたデータを検証するためにデータを読み出す。
【０１１９】
　制御部２は、本発明に係る追記型ディスク１００のデータ領域管理を行う。また、制御
部２は、所定単位でデータを追記型ディスク１００に記録した後、記録されたデータを検
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証することにより、欠陥が発生した部分を探し出す「記録後検証（ｖｅｒｉｆｙ　ａｆｔ
ｅｒ　ｗｒｉｔｅ）方式」を行う。制御部２は、所定単位でユーザーデータを記録した後
に検証して、欠陥領域がどこに発生したかを検査する。制御部２は、検査結果により知ら
れた欠陥領域がどこであるかを知らせるＴＤＦＬ及びＴＤＤＳを生成する。制御部２は、
生成されたＴＤＦＬ及びＴＤＤＳをメモリ部３に一時保存した後、所定分量集めて、追記
型ディスク１００に設けられたＴＤＭＡなどの所定領域に記録する。
【０１２０】
　追記型ディスク１００は、前記のような本発明の多様な実施形態に係るディスクである
。
【０１２１】
　ユーザーが記録装置による欠陥管理を決定して、記録装置へスペア領域割当を命令すれ
ば、記録装置は、データ領域の所定の位置、例えば、データ領域の先頭及び後尾の所定サ
イズの領域にスペア領域１及びスペア領域２をそれぞれ割り当てる。
【０１２２】
　記録装置は、スペア領域が割当てられていることを表す情報である領域割当情報をＴＤ
ＤＳ領域の第一クラスタに記録する。領域割当情報は、例えば、割当てられたスペア領域
のサイズになりうる。スペア領域の開始アドレスまたは終了アドレスが定められた場合、
例えば、スペア領域１がデータ領域の先頭に位置し、スペア領域２がデータ領域の後尾に
位置することが定められた場合には、スペア領域のサイズ情報のみでも、記録装置は、ス
ペア領域が割当てられたことを認識することはもちろん、スペア領域の位置及びそのサイ
ズを認識できる。
【０１２３】
　しかし、スペア領域の開始アドレスまたは終了アドレスが定められていない場合には、
スペア領域の開始アドレス及び終了アドレスを記録するか、またはスペア領域の開始アド
レスまたは終了アドレスと、スペア領域のサイズ情報とを記録することが好ましい。
【０１２４】
　図１７に示す本発明の一実施形態に係る記録装置の構造に基づいて、本発明に係るデー
タ領域の管理方法を説明する。
【０１２５】
　図１８は、本発明の一実施形態に係るデータ領域の管理方法を説明するためのフローチ
ャートである。
【０１２６】
　追記型ディスク１００に、最初にユーザーデータを記録する前、追記型ディスク１００
の初期化が行われる。ユーザーの命令によって追記型ディスク１００の初期化が始まれば
（第１１０ステップ）、コンピュータのようなホスト装置から、追記型ディスク１００の
データ領域に欠陥管理のための少なくとも一つの領域の割当如何に関する命令が記録装置
の制御部２へ入力される（第１２０ステップ）。前記のように、当業者ならば、データ領
域には、スペア領域またはＴＤＭＡなどの欠陥管理のための多様な領域を割り当てられる
ことが分かる。また、ホスト装置ではない記録装置自体が、追記型ディスク１００のデー
タ領域に欠陥管理のための少なくとも一つの領域の割当如何を決定することも可能である
。
【０１２７】
　制御部２は、記録／読み出し部１を制御して、欠陥管理のための領域がデータ領域に割
当てられているか否かを表す領域割当情報を追記型ディスク１００の所定領域に記録する
（第１３０ステップ）。領域割当情報は、例えば、データ領域に割当てられた欠陥管理の
ための領域のサイズになりうる。欠陥管理のための領域、例えば、図２に示すように、第
１スペア領域の開始位置がデータ領域の開始位置であり、第２スペア領域の終了位置がデ
ータ領域の終了位置としてあらかじめ定められた場合には、ドライブは、スペア領域のサ
イズ情報のみでもスペア領域が割当てられていることを認識することはもちろん、スペア
領域の位置及びそのサイズを認識できる。
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【０１２８】
　もし、ユーザーが記録装置による欠陥管理を行わないと決定して、スペア領域などの欠
陥管理のための領域をデータ領域に割当てない場合には、スペア領域などのサイズが‘０
’であるという領域割当情報を所定領域に記録する。
【０１２９】
　領域割当情報は、追記型ディスク１００に設けられたリードイン領域、データ領域及び
リードアウト領域のうち、少なくとも何れか一つに設けられたＴＤＤＳ領域に記録できる
。また、ＴＤＤＳは、図３、図６、図８及び図１２に示すように、多様な領域に記録され
うる。
【０１３０】
　第１３０ステップにより、領域割当情報を追記型ディスク１００に記録することで、追
記型ディスク１００の使用のための初期化過程が終了すれば、記録装置は、ユーザーデー
タを追記型ディスク１００に記録して欠陥管理を行える。
【０１３１】
　記録装置は、ユーザーデータを追記型ディスク１００のユーザーデータ領域に記録し、
スペア領域及びＴＤＭＡなどを利用して欠陥管理を行う（第１４０ステップ）。
【０１３２】
　一方、追記型ディスク１００を初期化した後にも、追記型ディスク１００の再初期化過
程を行うことにより、追記型ディスク１００のデータ領域の構造を変更させうる。
【０１３３】
　ユーザーの命令により、追記型ディスク１００の再初期化が始まれば（第１５０ステッ
プ）、ホスト装置から追記型ディスク１００のデータ領域の構造を新たに定義する領域割
当命令が記録装置の制御部２へ入力される。
【０１３４】
　制御部２は、新たな領域割当命令により、以前の領域割当情報が記録された追記型ディ
スク１００の所定領域に新たな領域割当情報を記録するように記録／読み出し部１を制御
することにより、領域割当情報をアップデートする（第１６０ステップ）。
【０１３５】
　一方、図１８に別途に図示されていないが、データが記録された領域を表すデータ記録
領域情報を追記型ディスク１００に記録する。前記のように、データ記録領域情報として
は、ＳＢＭ情報がある。
【０１３６】
　ＳＢＭのヘッド情報は、ディスクに追加的にデータを記録できるか否かを表す最終化フ
ラグを含む。最終化フラグ情報が“１”である場合に、該当するビットマップ情報により
ディスクの記録状態が変更された事実を確認でき、ディスクの記録状態変更以前の本来の
ディスクに記録されたデータを把握できる。
【０１３７】
　一方、ユーザーが記録装置による欠陥管理を所望しない場合には、ＤＭＡには何らの情
報が記録されないため、ディスクの最終化以前でも、ＴＤＤＳに記録された領域割当情報
をＤＭＡに記録する。
【０１３８】
　書換可能ディスクにはＴＤＤＳ領域が存在しないため、領域割当情報がＴＤＭＡに記録
された追記型ディスクを、書換可能ディスクの再生装置を通じては再生できない。したが
って、追記型ディスクの最終化時に、ＴＤＤＳに記録された情報をＤＭＡに記録して、互
換性の問題を解決する。
【０１３９】
　したがって、ドライブによる欠陥管理を行わない場合には、ディスクの最終化以前に、
ＴＤＤＳに記録された領域割当情報をＤＭＡに記録することにより、書換可能ディスクの
再生装置でも追記型ディスクの再生が可能になる。
【０１４０】
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　一方、別途の図面では示していないが、本発明に係る領域割当情報が記録された追記型
ディスク１００の再生装置は、図１７に示すような記録装置と類似した構造を有する。た
だし、再生装置であるため、データを記録及び読み出す記録／読み出し部１の代わりに、
データ読み出しのみが可能な読み出し部を備える。本発明に係る再生装置は、本発明に係
る領域割当情報が記録された追記型ディスク１００がローディングされれば、再生装置は
、本発明に係る最終的にアップデートされた領域割当情報が記録されている所定領域、例
えば、ＴＤＭＡにアクセスして、最終的にアップデートされた領域割当情報を得る。再生
装置は、最終的にアップデートされた領域割当情報から、追記型ディスク１００のデータ
領域に割当てられた欠陥管理のための少なくとも一つの領域の位置情報を得る。前記のよ
うに、欠陥管理のためにデータ領域に割当てられる領域としては、ＴＤＭＡ及びスペア領
域がある。再生装置は、領域割当情報からデータ領域の構造を完全に把握できるため、ユ
ーザーデータだけでなく、データ領域に割当てられたＴＤＭＡ及びスペア領域に記録され
た欠陥管理に関するデータを読み出しうる。さらに、当業者ならば、前記の本発明に係る
領域割当情報が記録された追記型ディスク１００、及びその記録装置に関する説明から本
発明に係る再生装置の動作を容易に分かるであろう。
【０１４１】
　これまで、本発明についてその好ましい実施形態を中心に説明した。当業者は、本発明
が本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で、変形された形態で具現でされうることを
理解できるであろう。本発明の範囲は、前記の説明でなくして特許請求の範囲に開示され
ており、それと同等な範囲内にあるあらゆる差異点は、本発明に含まれたものとして解釈
されねばならない。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
　本発明は、追記型ディスクに関連した技術分野に好適に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１Ａ】本発明の好ましい実施形態に係る追記型ディスクの構造を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の好ましい実施形態に係る追記型ディスクの構造を示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るデータ領域管理が可能な単一記録層ディスクを示す
図である。
【図３】図２に示すＴＤＤＳ領域の詳細構造を示す図である。
【図４】図２に示すＳＢＭ領域の詳細構造を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係るデータ領域管理が可能な単一記録層ディスクを示す
図である。
【図６】図５に示すＴＤＤＳ及びＳＢＭ領域の詳細構造を示す図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係るデータ領域管理が可能な単一記録層ディスクを示す
図である。
【図８】図７に示すＴＤＤＳの詳細構造を示す図である。
【図９】図７に示すディスク＆ドライブ情報とＳＢＭ情報領域の詳細構造を示す図である
。
【図１０】本発明の第４実施形態に係るデータ領域の管理が可能な単一記録層ディスクを
示す図である。
【図１１】図１０に示すＴＤＤＳ１の詳細構造を示す図である。
【図１２】図１１に示すＴＤＤＳ及びＳＢＭが共に記録されたクラスタの詳細構造を示す
図である。
【図１３】ディスクの初期化時に初期化情報が記録されたクラスタの詳細構造を示す図で
ある。
【図１４】ディスクの再初期化情報が記録されたクラスタの詳細構造を示す図である。
【図１５】本発明の好ましい実施形態に係るＳＢＭ領域を示す図である。
【図１６】本発明の好ましい実施形態に係る最終化されたＳＢＭ領域を示す図である。
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【図１７】本発明の一実施形態に係るデータ記録装置のブロック図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係るデータ領域の管理方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【０１４４】
１　　　　記録／読み出し部
２　　　　制御部
３　　　　メモリ部
１００　　追記型ディスク
ＤＭＡ　　欠陥管理領域
ＴＤＤＳ　臨時欠陥管理情報
ＴＤＦＬ　臨時欠陥情報
ＳＢＭ　　スペースビットマップ

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１８】
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