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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　追記型情報記録媒体をファイナライズするファイナライズ方法であって、
　前記追記型情報記録媒体には、少なくとも１つのディスク管理作業領域と、少なくとも
１つのディスク管理領域とが割り付けられており、
　前記少なくとも１つのディスク管理作業領域には、前記追記型情報記録媒体に関する管
理情報であるディスク管理情報と、前記ディスク管理情報に関する第１の位置情報を含む
ディスク定義構造とが記録されており、
　前記ファイナライズ方法は、
　（ａ）前記少なくとも１つのディスク管理領域のうちの１つである所定のディスク管理
領域に、最後のディスク管理情報を記録するステップと
　（ｂ）前記最後のディスク管理情報に基づいて、前記所定のディスク管理領域に、最後
のディスク定義構造を記録するステップと、
　を包含し、
　前記最後のディスク管理情報は、前記ステップ（ａ）において、前記所定のディスク管
理領域に配置される最新のディスク管理情報であり、
　前記最後のディスク定義構造は、前記所定のディスク管理領域内の所定の位置を示す、
前記最後のディスク管理情報に関する第２の位置情報を含むディスク定義構造であり、
　前記最新のディスク管理情報は、記録済みディスク管理作業領域と未記録ディスク管理
作業領域との境界に隣接する記録済みディスク管理作業領域の末尾を基準に算出可能な所
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定の位置に記録された最新のディスク定義構造に含まれる前記第１の位置情報が示す位置
に配置されたディスク管理情報である、ファイナライズ方法。
【請求項２】
　前記最後のディスク定義構造は、前記最新のディスク定義構造に含まれる、前記ディス
ク管理作業領域の位置を示す前記最新のディスク管理情報に関する前記第１の位置情報を
、前記所定のディスク管理領域内の所定の位置を示す前記最後のディスク管理情報に関す
る前記第２の位置情報に変更した情報である、請求項１に記載のファイナライズ方法。
【請求項３】
　前記ファイナライズ方法は、前記少なくとも１つのディスク管理領域の各々に対して、
前記ステップ（ａ）とステップ（ｂ）との実行を繰り返すことによって、前記少なくとも
１つのディスク管理領域の全てに前記最後のディスク管理情報と前記最後のディスク定義
構造とを記録するステップをさらに包含する、請求項２に記載のファイナライズ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、追記型情報記録媒体および追記型情報記録媒体をファイナライズするファイ
ナライズ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大容量で交換可能な情報記録媒体、および大容量で交換可能な情報記録媒体を扱
うディスクドライブ装置が普及している。大容量で交換可能な情報記録媒体として、光デ
ィスク（例えば、ＤＶＤ）が良く知られている。
【０００３】
　光ディスク対応の光ディスクドライブ装置は、レーザ光によって光ディスクに微小なピ
ットを形成することによって情報を記録再生するため、大容量で交換可能な情報記録に適
している。しかし、光ディスクは交換可能な情報記録媒体であるため、埃や傷などによっ
てその記録面に欠陥が存在する。
【０００４】
　したがって、光ディスクドライブ装置によって、記録再生データの信頼性保証のために
欠陥管理を行う必要がある。
【０００５】
　従来の欠陥管理方法として、書換え型光ディスクの内周側と外周側との所定の位置にそ
れぞれ２個ずつ（合計４つ）の欠陥管理領域（ＤＭＡ）を割り付け、欠陥管理情報が更新
された場合に、これらの欠陥管理領域に新規欠陥管理情報を上書きする方法がある（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００６】
　図２３は、従来の書換え型光ディスク４００のデータ構造を示す。
【０００７】
　データ領域５は、ユーザデータが記録再生されるユーザデータ領域１６と、ユーザデー
タ領域１６に存在する欠陥ブロックの代わりに用いるブロック（以下、「交替ブロック」
と記載する。）として予め用意されたスペア領域１７とを含む。
【０００８】
　リードイン領域４とリードアウト領域６とは、データ領域５に存在する欠陥ブロックの
情報等を書き込むための欠陥管理領域を含む。リードイン領域４は、第１の欠陥管理領域
１０（以下、「ＤＭＡ１」と記載する。）と第２の欠陥管理領域１１（以下、「ＤＭＡ２
」と記載する。）とを含む。リードアウト領域６は、第３の欠陥管理領域１２（以下、「
ＤＭＡ３」と記載する。）と第４の欠陥管理領域１３（以下、「ＤＭＡ４」と記載する。
）とを含む。
【０００９】
　ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々は、所定の位置に配置されており、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各
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々のサイズは固定長である。ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々に配置される管理情報のサイズは
、欠陥ブロックの個数に応じて可変長である。なお、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４には、全て同じ
情報が多重記録されている。ＤＭＡ１～ＤＭＡ４自身が欠陥に冒される場合の備えのため
である。例えば、正しく再生されないＤＭＡがあったとしても、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のう
ちのいずれか１つが正しく再生できた場合には、欠陥管理情報を取得できる。
【００１０】
　ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々には、ディスク定義構造（以下、「ＤＤＳ」とも記載する。
）１４と欠陥リスト（以下、「ＤＦＬ」とも記載する。）１５とが配置されて、ＤＤＳ１
４の次にＤＦＬ１５が配置される。
【００１１】
　ＤＦＬ１５は、欠陥リストヘッダ３２とＭ個（Ｍは０以上の整数）の欠陥エントリ３３
とを含む。
【００１２】
　欠陥リストヘッダ３２は、ＤＦＬ１５に含まれる欠陥エントリ３３の個数である欠陥エ
ントリ数などを含み、ＤＦＬ１５の所定の位置（例えば、ＤＦＬ１５の先頭）に含まれる
。
【００１３】
　欠陥エントリ３３は、データ領域５で検出された欠陥ブロックの位置情報、その欠陥ブ
ロックの交替先であるスペア領域の交替ブロック位置情報などを含む。
【００１４】
　ＤＤＳ１４は、ＤＦＬ１５の配置を示す欠陥リスト先頭位置情報などを含む。
【００１５】
　書換え型光ディスク４００に含まれたＤＭＡ１～ＤＭＡ４の書換えが可能であるため、
欠陥管理情報が新しくなる度に最新の欠陥管理情報をＤＭＡ１～ＤＭＡ４に上書き、つま
り更新することが出来るので、常に固定位置のＤＭＡ１～ＤＭＡ４に最新の欠陥管理情報
を記録することができる。
【００１６】
　図２４は、従来の書換え型光ディスク対応の光ディスク記録再生装置２００の構成を示
す。
【００１７】
　光ディスク記録再生装置２００は、Ｉ／Ｏバス１７０を介して上位制御装置（図示せず
）に接続される。上位制御装置は、典型的には、ホストコンピュータである。
【００１８】
　光ディスク記録再生装置２００は、上位制御装置からの命令を処理する命令処理部１１
０と、光ディスクへの記録時の制御を行う記録制御部１２０と、光ディスクからの再生時
の制御を行う再生制御部１３０と、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの何れかから再生した内容
を格納する欠陥管理情報格納バッファ１４０と、記録データおよび再生データを一時的に
格納するデータバッファ１５０と、欠陥管理情報に関する処理を行う欠陥管理情報処理部
１８０とを含む。
【００１９】
　欠陥管理情報処理部１８０は、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの正常な欠陥管理領域を判断
し、正常な欠陥管理領域に記録された内容を欠陥管理情報格納バッファ１４０に読み出す
欠陥管理情報読み出し部１６１と、欠陥ブロック情報が変化した場合に欠陥管理情報格納
バッファ１４０の内容を更新して新規欠陥情報を作成する欠陥管理情報更新部１６４と、
欠陥管理情報更新部１６４によって更新された内容をＤＭＡ１～ＤＭＡ４に書き込む欠陥
管理情報書き込み部１６２と、欠陥管理情報処理部１８０の動作制御状態を記憶する欠陥
管理情報制御メモリ１６３とを含む。
【特許文献１】特開平５－００６６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２０】
　しかし、追記型情報記録媒体（追記型光ディスク）に含まれたＤＭＡ１～ＤＭＡ４への
記録は１回しか出来ないため、書換え型情報記録媒体（書換え型光ディスク）に含まれた
ＤＭＡ１～ＤＭＡ４への記録方法と同様の方法によって、所定位置のＤＭＡ１～ＤＭＡ４
に最新の欠陥管理情報を常に記録しておくことは出来ない。そのため、書換え型情報記録
媒体対応の記録再生装置によって欠陥管理対応の追記型情報記録媒体を記録再生すること
は出来ないという課題があった。
【００２１】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、書換え型情報記録媒体対応の記録再
生装置によって記録再生可能な追記型情報記録媒体、追記型情報記録媒体をファイナライ
ズするファイナライズ方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明のファイナライズ方法は、追記型情報記録媒体をファイナライズするファイナラ
イズ方法であって、前記追記型情報記録媒体には、少なくとも１つのディスク管理作業領
域と、少なくとも１つのディスク管理領域とが割り付けられており、前記少なくとも１つ
のディスク管理作業領域には、前記追記型情報記録媒体に関する管理情報であるディスク
管理情報と、前記ディスク管理情報に関する第１の位置情報を含むディスク定義構造とが
記録されており、前記ファイナライズ方法は、（ａ）前記少なくとも１つのディスク管理
領域のうちの１つに、最後のディスク管理情報を記録するステップと、（ｂ）前記最後の
ディスク管理情報に基づいて、前記少なくとも１つのディスク管理領域のうちの１つに、
最後のディスク定義構造を記録するステップとを包含し、前記最後のディスク管理情報は
、前記ステップ（ａ）において、前記少なくとも１つのディスク管理領域に配置される最
新のディスク管理情報であり、前記最後のディスク定義構造は、前記少なくとも１つのデ
ィスク管理領域のうちの１つの位置を示す、前記最後のディスク管理情報に関する第２の
位置情報を含むディスク定義構造であり、前記最新のディスク管理情報は、記録済みディ
スク管理作業領域と未記録ディスク管理作業領域との境界に隣接する記録済みディスク管
理作業領域の末尾を基準に算出可能な所定の位置に記録された最新のディスク定義構造に
含まれる前記第１の位置情報が示す位置に配置されたディスク管理情報である。
【００２３】
　前記最後のディスク定義構造は、前記最新のディスク定義構造に含まれる、前記ディス
ク管理作業領域の位置を示す前記最新のディスク管理情報に関する前記第１の位置情報を
、前記少なくとも１つのディスク管理領域のうちの１つの位置を示す前記最後のディスク
管理情報に関する前記第２の位置情報に変更した情報であってもよい。
【００２４】
　前記ファイナライズ方法は、前記少なくとも１つのディスク管理領域の各々に対して、
前記ステップ（ａ）とステップ（ｂ）との実行を繰り返すことによって、前記少なくとも
１つのディスク管理領域の全てに前記最後のディスク管理情報と前記最後のディスク定義
構造とを記録するステップをさらに包含してもよい。
【００２５】
　本発明の追記型情報記録媒体は、少なくとも１つのディスク管理作業領域と、少なくと
も１つのディスク管理領域とが割り付けられている追記型情報記録媒体であって、前記少
なくとも１つのディスク管理作業領域は、前記追記型情報記録媒体に関する管理情報であ
るディスク管理情報と、前記ディスク管理情報に関する第１の位置情報を含むディスク定
義構造とが記録される領域であり、前記少なくとも１つのディスク管理領域は、前記追記
型情報記録媒体をファイナライズする場合に、最後のディスク管理情報が記録され、かつ
、前記最後のディスク管理情報に基づいて、最後のディスク定義構造が記録される領域で
あり、前記最後のディスク管理情報は、前記少なくとも１つのディスク管理領域に配置さ
れる最新のディスク管理情報であり、前記最後のディスク定義構造は、前記少なくとも１
つのディスク管理領域のうちの１つの位置を示す、前記最後のディスク管理情報に関する
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第２の位置情報を含むディスク定義構造であり、前記最新のディスク管理情報は、記録済
みディスク管理作業領域と未記録ディスク管理作業領域との境界に隣接する記録済みディ
スク管理作業領域の末尾を基準に算出可能な所定の位置に記録された最新のディスク定義
構造に含まれる前記第１の位置情報が示す位置に配置されたディスク管理情報である。
【００２６】
　前記最後のディスク定義構造は、前記最新のディスク定義構造に含まれる、前記ディス
ク管理作業領域の位置を示す前記最新のディスク管理情報に関する前記第１の位置情報を
、前記少なくとも１つのディスク管理領域のうちの１つの位置を示す前記最後のディスク
管理情報に関する前記第２の位置情報に変更した情報であってもよい。
【発明の効果】
【０１０５】
　本発明の追記型情報記録媒体においては、ファイナライズ時に、最新のディスク管理情
報と同じ内容の最後のディスク管理情報（最後の欠陥リスト）と、ディスク管理領域（Ｄ
ＭＡ）内の所定の位置を示す、最後のディスク管理情報に関する位置情報を含む最後のＤ
ＤＳとがディスク管理領域に記録される。したがって、ファイナライズ後の追記型情報記
録媒体のデータ構造は書換え型情報記録媒体のデータ構造と同じになる。その結果、書換
え型情報記録媒体対応の記録再生装置によってファイナライズ後の追記型情報記録媒体に
記録されたデータを再生することが可能となる、つまり再生互換を取ることが可能となる
。
【０１０６】
　ファイナライズ処理によって、ファイナライズ後の追記型光ディスクのデータ構造は書
換え型光ディスクのデータ構造と同じになる。その結果、書換え型光ディスク対応の光デ
ィスク記録再生装置によって、ファイナライズ後の追記型光ディスクに記録されたデータ
が再生可能となる、つまり再生互換を取ることが可能となる。
【０１０７】
　また、複数のブロックの各々の所定の位置に副ディスク定義構造（ＳＤＤＳ）を配置す
ることによって、欠陥管理作業領域の更新途中に電源が切れる等の原因で更新が途中で終
わった場合でも、更新に失敗したという事実を誤ることなく判定できるとともに、更新に
失敗した欠陥管理作業領域の先頭位置を容易に検索できる。したがって、最新の正常な欠
陥管理作業領域中の欠陥リストを容易に取得することができる。
【０１０８】
　実施の形態における情報記録方法によれば、欠陥管理作業領域に欠陥ブロックが存在し
たために欠陥リストとＤＤＳとの記録に失敗しても、欠陥リストとＤＤＳとの記録が正常
に終了するまで欠陥リストとＤＤＳとの記録を繰り返すことによって、正しく欠陥リスト
とＤＤＳとの記録を行うことができる。その結果、欠陥管理作業領域に記録する欠陥リス
トとＤＤＳとのデータの信頼性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１０９】
　以下、図を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【０１１０】
　なお、本発明の実施の形態の説明では、情報記録媒体として追記型情報記録媒体（以下
、「追記型光ディスク」と記載する。）を用いる。
【０１１１】
（実施の形態１）
１．１． 追記型光ディスクのデータ構造
　図１は、本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１の領域の構成を示す。円盤状の追
記型光ディスク１には、スパイラル状に多数のトラック２が形成されており、多数のトラ
ック２の各々には、細かく分けられた多数のブロック３が形成されている。ブロック３は
、エラー訂正の単位であり、記録動作および再生動作が行われる最小の単位である。例え
ば、赤色レーザを用いるＤＶＤ－ＲＡＭの場合には、ブロック３のサイズは、１ＥＣＣ（
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３２ＫＢｙｔｅ）サイズであり、青色レーザを用いる大容量のＢＤ－ＲＥの場合には、ブ
ロック３のサイズは、１クラスタ（６４ＫＢｙｔｅ）サイズである。
【０１１２】
　追記型光ディスク１には、リードイン領域４と、データ領域５と、リードアウト領域６
とが割り付けられる。ユーザデータの記録再生はデータ領域５に対して行われる。リード
イン領域４とリードアウト領域６とは、光ヘッド（図示せず）がデータ領域５の端へアク
セスする場合に、光ヘッドがオーバーランしてもトラックに追随できるようにのりしろと
しての役割を果たす。
【０１１３】
　図２は、本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１のデータ構造を示す。
【０１１４】
　追記型光ディスク１の領域は、リードイン領域４とデータ領域５とリードアウト領域６
とに大別される。
【０１１５】
　リードイン領域４は、第１の欠陥管理領域１０（以下、「ＤＭＡ１」とも記載する。）
と第２の欠陥管理領域１１（以下、「ＤＭＡ２」とも記載する。）と欠陥管理作業領域群
２０とを含む。
【０１１６】
　ＤＭＡ１とＤＭＡ２とは、データ領域５における欠陥ブロックの情報等を管理するため
の領域である。
【０１１７】
　データ領域５は、データを記録する領域であり、ユーザデータ領域１６とスペア領域１
７とを含む。
【０１１８】
ユーザデータ領域１６は、音楽やビデオなどのリアルタイムデータや文章やデータベース
などのコンピュータデータなど、任意の情報がユーザによって記録可能な領域である。
【０１１９】
　スペア領域１７は、データ領域５の交替領域であり、例えば、ユーザデータ領域１６に
欠陥ブロックが検出された場合、その欠陥ブロックの代わりにデータを記録する領域であ
る。図２に示された追記型光ディスク１のデータ構造では、スペア領域１７は、データ領
域５の内周側（つまりリードイン領域側）と外周側（つまりリードアウト領域側）に１つ
ずつ存在するが、スペア領域１７の個数や配置は任意であって、図示されたスペア領域の
個数や配置に限らない。
【０１２０】
　リードアウト領域６は、第３の欠陥管理領域１２（以下、「ＤＭＡ３」とも記載する。
）と第４の欠陥管理領域１３（以下、「ＤＭＡ４」とも記載する。）とを含む。
【０１２１】
　ＤＭＡ３とＤＭＡ４とは、データ領域５における欠陥ブロックの情報等を管理するため
の領域である。
【０１２２】
　ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々は、所定の位置に配置される領域であり、ＤＭＡ１～ＤＭＡ
４の各々のサイズは固定長である。ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々に配置される管理情報のサ
イズは、例えば、欠陥ブロックの個数に応じて可変長である。
【０１２３】
　ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々は、ディスク定義構造（以下、「ＤＤＳ」とも記載する。）
１４と欠陥リスト（以下、「ＤＦＬ」とも記載する。）１５とを含み、ＤＤＳ１４の次に
欠陥リスト１５が配置される。
【０１２４】
　欠陥管理作業領域群２０は、Ｎ個（Ｎは１以上の整数）の欠陥管理作業領域（以下、「
ＤＭＷＡ」とも記載する。）２１を含む。
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【０１２５】
　欠陥管理作業領域２１は、追記型光ディスク１をファイナライズする以前に更新された
欠陥管理情報を一時的に記録するための領域であり、欠陥管理作業領域２１には、ＤＤＳ
１４と欠陥リスト１５とが配置され、欠陥リスト１５の次にＤＤＳ１４が配置される。欠
陥管理作業領域２１は、１つ以上のブロックを含む。ブロックは、データを記録再生する
単位である。
【０１２６】
　ここで、本明細書では、「追記型光ディスクをファイナライズする」とは、追記型光デ
ィスクを追記可能な状態から追記不可能な状態に変更することである。例えば、最新の欠
陥管理作業領域２１の内容をＤＭＡ１～ＤＭＡ４に記録することによって、追記型光ディ
スク１を書換え型光ディスクのデータ構造と互換のあるデータ構造にすることができ、追
記型光ディスク１が追記可能な状態から追記不可能な状態に変更される。ファイナライズ
の詳細は、後述される。
【０１２７】
　欠陥管理作業領域群２０の先頭から終端の方向（追記型光ディスク１の内周から外周の
方向）に沿って、少なくとも１つの欠陥管理作業領域２１（ＤＭＷＡ＃１～ＤＭＷＡ＃Ｎ
（Ｎは１以上の整数））が順に割り付けられる。欠陥管理作業領域群２０の先頭（追記型
光ディスク１の内周側）の欠陥管理作業領域２１から順に欠陥情報が記録される。さらに
、欠陥管理作業領域２１には、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とが、欠陥管理作業領域群２
０の先頭から終端の方向（追記型光ディスク１の内周から外周の方向）に沿って、欠陥リ
スト１５、ＤＤＳ１４の順に配置される。つまり、欠陥管理作業領域２１には、ＤＭＡ１
～ＤＭＡ４の各々に配置されたＤＤＳ１４および欠陥リスト１５との配置の順番とは逆に
、ＤＤＳ１４と欠陥リスト１５とが配置される。
【０１２８】
　なお、欠陥管理作業領域２１を含む欠陥管理作業領域群２０は、必ずしもリードイン領
域４に含まれなくともよい。ユーザデータ領域１６を除く領域、例えばリードアウト領域
６またはスペア領域１７に含まれてもよい。
【０１２９】
　ＤＤＳ１４は、例えば、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界
に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に配置される。ＤＤＳ１４は、境界に隣接する記録
済み欠陥管理作業領域の所定の位置に配置され、その所定の位置は、境界を基準に算出可
能である。本発明の実施の形態１では、ＤＤＳ１４が記録済み欠陥管理作業領域と未記録
欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域の末尾に配置されている
ものとして説明を行う。
【０１３０】
　なお、ＤＤＳ１４が配置される場所は、欠陥管理作業領域の末尾に限らない。ＤＤＳ１
４は、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み
欠陥管理作業領域の末尾（境界）を基準に算出可能な所定の位置に配置される
　図３は、ＤＤＳ１４と欠陥リスト１５とのデータ構造を示す。
【０１３１】
　ＤＤＳ１４は、欠陥リスト１５の位置情報を含む。例えば、ＤＤＳ１４は、欠陥リスト
１５が配置される先頭位置の情報である欠陥リスト先頭位置情報３０とその他の情報３１
とを含む。ここで、欠陥リスト先頭位置情報３０とは、例えば、アクセス可能な最小の単
位であるセクタ（１セクタは２ＫＢｙｔｅのサイズ）の位置情報であるセクタアドレスで
ある。
【０１３２】
　ＤＤＳ１４は、固定長の情報であって、例えば１ブロックのサイズである。本発明の実
施の形態１では、ＤＤＳ１４のサイズを１ブロックサイズとして説明を行う。なお、ＤＤ
Ｓ１４は、欠陥リスト１５の配置位置を示す情報（つまりここでは欠陥リスト先頭位置情
報３０）が配置されている位置が記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域と
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の境界を基準に算出可能であれば、必ずしも固定長でなくとも良い。境界を基準に欠陥リ
ストの配置位置が算出できるからである。
【０１３３】
　欠陥リスト１５は、欠陥リストヘッダ３２とＭ個（Ｍは、０以上の整数）の欠陥エント
リ３３とを含む。
【０１３４】
　欠陥リスト１５は、欠陥リストヘッダ３２と欠陥エントリ３３とに加えて、欠陥管理情
報の終端を示すアンカ等の情報をさらに含んでよい。
【０１３５】
　欠陥リストヘッダ３２は、欠陥リストに含まれる欠陥エントリ３３の個数である欠陥エ
ントリ数などを含む。
【０１３６】
　欠陥エントリ３３は、データ領域に含まれる交替元の領域とスペア領域に含まれる交替
先の領域との対応関係を示す対応関係情報を含む。欠陥エントリ３３は、例えば、ユーザ
データ領域で検出された欠陥ブロックの位置情報と、その欠陥ブロックの交替先であるス
ペア領域の交替ブロック位置情報とを含む。
【０１３７】
　欠陥リスト１５は、可変長の情報であって、欠陥リスト１５のサイズは、欠陥リスト１
５に登録された欠陥エントリ３３の数に応じる。つまり、欠陥管理作業領域＃１～欠陥管
理作業領域＃Ｎのサイズは同一とは限らない（図２参照）。
【０１３８】
１．２．光ディスク記録再生装置１００の構成
図４は、本発明の実施の形態１の光ディスク記録再生装置１００の構成を示す。
【０１３９】
　光ディスク記録再生装置１００は、Ｉ／Ｏバス１７０を介して上位制御装置（図示せず
）に接続される。上位制御装置は、例えば、ホストコンピュータである。
【０１４０】
　光ディスク記録再生装置１００は、上位制御装置からの命令を処理する命令処理部１１
０と、追記型光ディスク１への記録時の制御を行う記録制御部１２０と、追記型光ディス
ク１からの再生時の制御を行う再生制御部１３０と、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの何れか
から再生した内容もしくは欠陥管理作業領域２１から再生した内容を格納する欠陥管理情
報格納バッファ１４０と、記録データおよび再生データを一時的に格納するデータバッフ
ァ１５０と、欠陥管理情報に関する処理を行う欠陥管理情報処理部１６０とを含む。
【０１４１】
　欠陥管理情報処理部１６０は、欠陥管理情報読み出し部１６１と、欠陥管理情報書き込
み部１６２と、欠陥管理情報制御メモリ１６３と、欠陥管理情報更新部１６４と、欠陥管
理作業情報読み出し部１６５と、欠陥管理作業情報書き込み部１６６とを含む。
【０１４２】
　欠陥管理情報読み出し部１６１は、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうち正常な欠陥管理領域を判
断し、その欠陥管理領域に記録された内容を欠陥管理情報格納バッファ１４０に読み出す
。
【０１４３】
　さらに、欠陥管理情報読み出し部１６１は、追記型光ディスク１に割り付けられた複数
の欠陥管理領域のうちの１つからデータを読み出し、記録済みか否かを判定し、判定結果
に基づいて、追記型光ディスク１が追記可能な状態から追記不可能な状態に変更されてい
るか否かを判定する。
【０１４４】
　例えば、欠陥管理情報読み出し部１６１は、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの少なくとも１
つからデータを読み出し、正常に再生できる場合には、追記型光ディスク１はファイナラ
イズ済みであると判断し、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の全てが未記録のために、これらの欠陥管
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理領域からデータを正常に再生できない場合には、追記型光ディスク１はファイナライズ
されていないと判断する。
【０１４５】
　欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥ブロック情報が変化した場合等に欠陥管理情報格納
バッファ１４０の内容を更新して新規欠陥管理情報を作成する。
【０１４６】
　欠陥管理情報書き込み部１６２は、欠陥管理情報更新部１６４によって更新された内容
をＤＭＡ１～ＤＭＡ４に書き込む。つまり、欠陥管理情報書き込み部１６２は、ファイナ
ライズの際に、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４への欠陥管理情報の記録処理を行う。
【０１４７】
　欠陥管理情報制御メモリ１６３は、欠陥管理情報処理部１６０の動作制御状態を記憶す
る。
【０１４８】
　欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、欠陥管理作業領域群２０に含まれる欠陥管理作
業領域２１のうち最新に記録された欠陥管理作業領域２１をサーチし、最新に記録された
欠陥管理作業領域２１に記録された内容を欠陥管理情報格納バッファ１４０に読み出す。
【０１４９】
　なお、欠陥管理情報読み出し部１６１は、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々からデータを読み
出し、ファイナライズ済みか否かを判断するが、欠陥管理作業情報読み出し部１６５によ
っても、ファイナライズ済みか否かを判断することができる。例えば、欠陥管理作業情報
読み出し部１６５は、欠陥管理作業領域２１の所定の位置にファイナライズ識別フラグが
記録されているか否かに基づいて、ファイナライズ済みか否かを判断する。ファイナライ
ズ識別フラグは、少なくとも１つの欠陥管理作業領域２１へのデータの追記の禁止を示す
。
【０１５０】
　なお、ファイナライズ識別フラグの記録位置は、欠陥管理作業領域２１の所定の位置に
限らない。追記型光ディスク１の所定の位置に記録されていれば良い。
【０１５１】
　例えば、ディスク定義構造１４および欠陥リスト１５のうちの少なくとも一方に記録さ
れていてもよい。欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、ディスク定義構造１４および欠
陥リスト１５のうちの少なくとも一方に記録されているファイナライズ識別フラグを読み
出した場合には、追記型光ディスク１がファイナライズ済みであると判断する。
【０１５２】
　欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、欠陥管理情報更新部１６４によって更新された
内容を利用可能な欠陥管理作業領域２１へ書き込む。また、ファイナライズ識別フラグを
欠陥管理作業領域２１へ書き込むこともできる。例えば、欠陥管理作業情報書き込み部１
６６は、ディスク定義構造１４および欠陥リスト１５のうちの少なくとも一方に、ファイ
ナライズ識別フラグが含まれるようにファイナライズ識別フラグを記録する。
【０１５３】
１．３．最新欠陥管理情報の取得
　本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１に記録された情報（記録済み欠陥管理作業
領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に記録され
た最新の欠陥リストおよび最新のＤＤＳ）を取得（再生）する方法を以下に説明する。
【０１５４】
　図５は、本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１の記録済み欠陥管理作業領域と未
記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域から最新の欠陥リス
ト１５と最新のＤＤＳ１４とを取得する手順を示す。以下、図５を参照して記録済み欠陥
管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域か
ら最新の欠陥リスト１５と最新のＤＤＳ１４とを取得する手順をステップごとに説明する
。
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【０１５５】
　ステップ６０１：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、記録済み欠陥管理作業領域と
未記録欠陥管理作業領域との境界の位置を探索し、境界の位置を示す境界位置情報を取得
する。
【０１５６】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、欠陥管理作業領域群２０の記録済み終
端位置を探索し、欠陥管理情報制御メモリ１６３にある記録済み終端位置４０に、探索し
た記録済み終端の欠陥管理作業領域２１の位置を記憶させる。ここで、記録済み終端の欠
陥管理作業領域２１の位置とは、例えば、記録済み終端のセクタの位置情報であるセクタ
アドレスである。探索した記録済み終端の欠陥管理作業領域２１の位置を記憶させた後、
処理は、ステップ６０２に進む。なお、記録済み終端位置の探索の詳細は、後述される。
【０１５７】
　ステップ６０２：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、境界位置情報に基づいて、最
新のＤＤＳ１４を再生し、最新のＤＤＳ１４に基づいて、最新の欠陥リスト１５に関する
位置情報を取得する。
【０１５８】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、欠陥管理情報格納バッファ１４０に、
記録済み終端位置４０を終端として１ブロックサイズで配置されている最新のＤＤＳ１４
を読み出すとともに、欠陥管理情報制御メモリ１６３にある欠陥リスト先頭位置４１に、
最新のＤＤＳ１４に含まれる欠陥リスト先頭位置情報３０を記憶させる。最新のＤＤＳ１
４を読み出し、欠陥リスト先頭位置情報３０を記憶させた後、処理は、ステップ６０３に
進む。
【０１５９】
　ステップ６０３：最新の欠陥リスト１５に関する位置情報に基づいて、最新の欠陥リス
ト１５を再生する。
【０１６０】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、欠陥リスト先頭位置４１を先頭として
配置されている最新の欠陥リスト１５を欠陥管理情報格納バッファ１４０へ読み出す。最
新の欠陥リスト１５を読み出した後、処理は終了する。
【０１６１】
　ここで、記録済み終端位置４０が、欠陥管理作業領域群２０が全く記録されていないこ
とを示す場合、ステップ６０２、ステップ６０３の読み出し処理を行う必要はない。読み
出し処理を行う代わりに、欠陥管理情報格納バッファ１４０に、ＤＤＳ１４と、欠陥リス
ト１５とをあらかじめ格納しておけばよい。なお、格納されたＤＤＳ１４は、所定の値に
初期化された欠陥リスト先頭位置情報３０を含み、格納された欠陥リスト１５は、欠陥リ
ストヘッダ３２の欠陥エントリ数が初期化されている（欠陥エントリ数＝０）ために欠陥
エントリ３３を持たない。
【０１６２】
　なお、読み出す欠陥リスト１５のサイズは、欠陥リスト１５の先頭に位置する欠陥リス
トヘッダ中の欠陥エントリ数を基に算出してもよいし、欠陥リスト先頭位置からＤＤＳ１
４の先頭位置を減算して求めてもよい。
【０１６３】
　図６は、記録済み終端位置の探索過程を示す。図７は、記録済み終端位置の探索処理手
順を示す。記録済み終端位置の探索とは、最新に記録された欠陥管理作業領域２１の探索
である。
【０１６４】
　以下、図６と図７とを参照して記録済み終端位置の探索処理手順をステップごとに説明
する。
【０１６５】
　ステップ８０１：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、第１の振幅検査を行う。第１
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の振幅検査は、欠陥管理作業領域群２０の先頭から所定ブロックおきに振幅がなくなるま
で行われる。振幅がなくなった後、処理は、ステップ８０２に進む。
【０１６６】
　ステップ８０２：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、第２の振幅検査を行う。第２
の振幅検査は、振幅があった位置から振幅がなかった位置の間で、振幅がなくなる位置を
検査する。振幅がなくなる位置が検査された後、処理は、ステップ８０３に進む。
【０１６７】
　ステップ８０３：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、検査により求まった記録済み
終端位置（最新に記録された欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域の境界の位置）
を取得する。記録済み終端位置を取得した後、処理は、終了する。
【０１６８】
　以上の手順を実行することによって、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、最新に記
録された欠陥管理作業領域２１の内容を読み出すことができる。
【０１６９】
　なお、記録済み終端位置の探索手順は、図７を参照して説明した記録済み終端位置探索
手順に限らない。例えば欠陥管理作業領域群２０の末尾から先頭に向かって振幅が生じる
先頭位置を探索することによっても、記録済み終端位置の探索を実現できる。
【０１７０】
　図５に示される実施の形態では、ステップ６０１が「境界の位置を探索し、境界の位置
を示す境界位置情報を取得するステップ」に対応し、ステップ６０２が「境界位置情報に
基づいて、最新のディスク定義構造を再生するステップ」と「最新のディスク定義構造に
基づいて、最新のディスク管理情報に関する位置情報を取得するステップ」とに対応し、
ステップ６０３が「最新のディスク管理情報に関する位置情報に基づいて、ディスク管理
情報を再生するステップ」に対応する。
【０１７１】
　しかし、追記型光ディスク１の記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域と
の境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域から最新の欠陥リスト１５と最新のＤＤＳ１
４とを取得する手順が、図５に示されるものに限定されるわけではない。追記型光ディス
ク１の記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み
欠陥管理作業領域から最新の欠陥リスト１５と最新のＤＤＳ１４とを取得する手順は、上
述した「境界の位置を探索し、境界の位置を示す境界位置情報を取得するステップ」、「
境界位置情報に基づいて、最新のディスク定義構造を再生するステップ」、「最新のディ
スク定義構造に基づいて、最新のディスク管理情報に関する位置情報を取得するステップ
」および「最新のディスク管理情報に関する位置情報に基づいて、ディスク管理情報を再
生するステップ」の機能を有する限り、任意の処理手順を有し得る。
【０１７２】
１．４．欠陥管理情報の更新
　本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１に情報（欠陥リスト１５およびＤＤＳ）を
記録する方法を以下に説明する。
【０１７３】
　図８は、欠陥管理作業領域群２０に含まれるＤＭＷＡ２１に欠陥リスト１５およびＤＤ
Ｓ１４が追記されていく状態を示す。
【０１７４】
　状態（ａ）は、欠陥管理作業領域群２０に含まれるＤＭＷＡ＃１に、欠陥リスト１５お
よびＤＤＳ１４が１回目に記録された状態を示す。状態（ｂ）は、欠陥管理作業領域群２
０に含まれるＤＭＷＡ＃２に、欠陥リスト１５およびＤＤＳ１４が２回目に記録された状
態を示す。状態（ｃ）は、欠陥管理作業領域群２０に含まれるＤＭＷＡ＃３に、欠陥リス
ト１５およびＤＤＳ１４が３回目に記録された状態を示す。
【０１７５】
　図８において、黒く塗りつぶされたＤＭＷＡは、欠陥リスト１５およびＤＤＳ１４が記
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録された記録済みＤＭＷＡを示し、白く塗りつぶされたＤＭＷＡは、まだ欠陥リスト１５
およびＤＤＳ１４が記録されてない未記録ＤＭＷＡを示す。
【０１７６】
　新たな欠陥リスト１５およびＤＤＳ１４は、複数の未記録ＤＭＷＡのうち、先頭に位置
する未記録ＤＭＷＡに追記される。つまり、新たな欠陥リスト１５およびＤＤＳ１４は、
未記録ＤＭＷＡと記録済みＤＭＷＡとの境界に隣接する未記録ＤＭＷＡに追記される。
【０１７７】
　従って、最新の欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とは、複数の記録済みＤＭＷＡの終端に隣
接した記録済みＤＭＷＡに配置されていることになる。つまり、最新の欠陥リスト１５と
ＤＤＳ１４とは、未記録ＤＭＷＡと記録済みＤＭＷＡとの境界に隣接する記録済みＤＭＷ
Ａに配置されている。
【０１７８】
　図９は、本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１の欠陥管理作業領域２１に欠陥リ
スト１５とＤＤＳ１４とを追記する処理手順を示す。
【０１７９】
　欠陥管理作業情報書き込み部１６６が、新たな欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを欠陥管
理作業領域２１に記録（追記）する。
【０１８０】
　ここで、欠陥管理情報格納バッファ１４０に格納されている欠陥リスト１５は、欠陥管
理情報更新部１６４によって、最新の内容に保たれている。
【０１８１】
　具体的には、例えば、新規に１つの欠陥ブロックが検出された場合、欠陥管理情報更新
部１６４は、欠陥管理情報格納バッファ１４０に格納されている欠陥リスト１５に新規交
替ブロック（つまり新規欠陥ブロック）に相当する欠陥エントリを追加し、さらに欠陥エ
ントリに含まれる欠陥ブロックの位置情報にしたがって、欠陥エントリのソーティングを
行う。さらに欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥リストヘッダの欠陥エントリ数を１つ増
加させる。
【０１８２】
　以下、図９を参照して本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１の欠陥管理作業領域
２１に欠陥リストとＤＤＳとを追記する処理手順をステップごとに説明する。
【０１８３】
　ステップ９０１：欠陥管理情報更新部１６４は、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠
陥管理作業領域との境界に隣接する未記録欠陥管理作業領域を選択する。
【０１８４】
　例えば、欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥管理情報制御メモリ１６３にある記録済み
終端位置４０を１つ先へ進めた位置で、欠陥管理情報格納バッファ１４０に含まれるＤＤ
Ｓ１４を更新することによって、複数の未記録欠陥管理作業領域の先頭に位置する未記録
欠陥管理作業領域を選択する。つまり、欠陥リスト先頭位置情報３０が未記録欠陥管理作
業領域の先頭位置を示すようにＤＤＳ１４を更新することによって、複数の未記録欠陥管
理作業領域の先頭に位置する未記録欠陥管理作業領域を選択する。ＤＤＳ１４が更新され
た後に、処理はステップ９０２に進む。
【０１８５】
　ステップ９０２：欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、境界に隣接する未記録欠陥管
理作業領域に、追記型光ディスク１に関する管理情報である欠陥リスト１５を記録し、こ
の記録された欠陥リスト１５に関する位置情報を含むＤＤＳ１４を境界に隣接する未記録
欠陥管理作業領域に記録する。
【０１８６】
　例えば、欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、未記録領域の先頭位置に欠陥管理情報
格納バッファ１４０に含まれる更新済みの欠陥リスト１５を記録し、さらに引き続いて、
更新済みのＤＤＳ１４を記録する。欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを記録した後、処理は
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終了する。
【０１８７】
　以上の手順を実行することによって、欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、欠陥管理
作業領域群２０に含まれる欠陥管理作業領域２１に最新の欠陥リスト１５とＤＤＳ１４と
を記録することができる。
【０１８８】
　なお、欠陥管理情報更新部１６４による欠陥リスト１５の更新処理は一例であり、欠陥
に関する情報が反映されていればよい。例えば欠陥エントリのソーティング等は、必要と
されない。
【０１８９】
　なお、欠陥管理作業領域群２０に含まれる欠陥管理作業領域２１に欠陥リスト１５とＤ
ＤＳ１４とを記録するタイミングは、装置の状態と媒体の状態とが変化する場合に記録済
み欠陥管理作業領域の終端に必ずＤＤＳ１４が存在するように欠陥リスト１５とＤＤＳ１
４とを記録する限りは、任意のタイミングで良い。装置の状態と媒体の状態とが変化する
場合とは、例えば、追記型光ディスクを光ディスク記録再生装置１００から排出する場合
や光ディスク記録再生装置１００の電源を落とす場合である。
【０１９０】
　なお、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを欠陥管理作業領域に記録する際に、欠陥リスト
１５とＤＤＳ１４とが正常に記録できたか否かを判断してもよい。
【０１９１】
　図１０は、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とが正常に記録できたか否かを判断しながら新
たな欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを欠陥管理作業領域２１に記録（追記）する処理手順
を示す。
【０１９２】
　ここで、欠陥管理情報格納バッファ１４０に格納されている欠陥リスト１５は、欠陥管
理情報更新部１６４によって、最新の内容に保たれている。
【０１９３】
　以下、図１０を参照して、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とが正常に記録できたか否かを
判断しながら新たな欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを欠陥管理作業領域２１に記録（追記
）する処理手順をステップごとに説明する。
【０１９４】
　ステップ１１０１：欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥管理情報制御メモリ１６３にあ
る記録済み終端位置４０を１つ先へ進めた位置で、欠陥管理情報格納バッファ１４０に含
まれるＤＤＳ１４を更新する。つまり、欠陥リスト先頭位置情報３０が未記録欠陥管理作
業領域の先頭位置を示すようにＤＤＳ１４を更新する。ＤＤＳ１４が更新された後に、処
理はステップ１１０２に進む。
【０１９５】
　ステップ１１０２：欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、未記録欠陥管理作業領域の
先頭位置に欠陥管理情報格納バッファ１４０に含まれる更新済み欠陥リスト１５を記録す
る。記録した後、処理はステップ１１０３に進む。
【０１９６】
　ステップ１１０３：欠陥リスト１５が正常に記録されたか否かを判断する。
【０１９７】
　ここで、欠陥リスト１５が正常に記録されたか否かの判断は、例えば、欠陥リスト１５
を記録したブロックにエラー訂正を行うことによって、または記録されたデータを読み出
して、そのデータが記録したデータと一致しているかを確かめることによって実現される
。
【０１９８】
　欠陥リスト１５が正常に記録されなかったと判断された場合（つまり欠陥リスト１５の
記録が失敗していた場合）には、処理は、ステップ１１０１に進む。ステップ１１０１で



(14) JP 4772837 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

は、記録済み終端位置４０を先に記録された欠陥リストのサイズ分だけ加算した値に変更
する。そして、記録済み終端位置４０を１つ先に進めた位置を欠陥リスト先頭位置情報３
０として、欠陥管理情報格納バッファ１４０に含まれるＤＤＳ１４を更新する。
【０１９９】
　欠陥リスト１５が正常に記録されたと判断された場合（つまり欠陥リスト１５の記録が
成功していた場合）には、処理は、ステップ１１０４に進む。
【０２００】
　ステップ１１０４：更新済みのＤＤＳ１４を記録する。ＤＤＳ１４を記録した後、処理
は、ステップ１１０５に進む。
【０２０１】
　ステップ１１０５：ＤＤＳ１４が正常に記録されたか否かを判断する。
【０２０２】
　ＤＤＳ１４が正常に記録されなかったと判断された場合（つまりＤＤＳ１４の記録が失
敗していた場合）には、処理は、ステップ１１０４に進む。
【０２０３】
　ＤＤＳ１４が正常に記録されたと判断された場合（つまりＤＤＳ１４の記録が成功して
いた場合）には、処理は終了する。
【０２０４】
　欠陥リスト１５の記録が正常に行われるまで、ステップ１１０２とステップ１１０３と
の実行を繰り返し、ＤＤＳ１４の記録が正常に行われるまで、ステップ１１０４とステッ
プ１１０５との実行を繰り返す。
【０２０５】
　以上の手順を実行することによって、欠陥管理作業領域更新部１６５は、欠陥リスト１
５とＤＤＳ１４とが正常に記録できたか否かを判断しながら新たな欠陥リスト１５とＤＤ
Ｓ１４とを欠陥管理作業領域２１に記録（追記）する。
【０２０６】
　なお、ステップ１１０１とステップ１１０２との順番を入れ替えてもよい。つまり、欠
陥リスト１５の記録を行い、さらに記録が正常に行えたことを確認した後で、欠陥リスト
１５を記録した欠陥管理作業領域２１の位置に、ＤＤＳ１４に含まれる欠陥リスト先頭位
置情報３０を置き換えてもよい。
【０２０７】
　なお、図１０を参照した処理手順の説明では、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４との各々が
、複数のブロックのうち、互いに異なるブロックに配置されることを前提としたが、欠陥
リスト１５とＤＤＳ１４との両方が複数のブロックのうち、少なくとも１つのブロックを
共有していることを前提としてもよい。
【０２０８】
　欠陥リスト１５とＤＤＳ１４との両方が複数のブロックのうち、少なくとも１つのブロ
ックを共有していることを前提とする場合には、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とによって
共有されるブロックに欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを記録後に、記録が正常に行えたか
どうかの確認を行う。記録に失敗していた場合には、次に記録を行う位置がＤＤＳ１４の
欠陥リスト先頭位置情報３０になるように位置情報を変更し、再度欠陥リスト１５とＤＤ
Ｓ１４とによって共有されるブロックに欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを記録する。欠陥
リスト１５とＤＤＳ１４との記録が正常に行われるまで、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４と
の記録を繰り返す。
【０２０９】
　したがって、欠陥管理作業領域２１に記録される欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とのデー
タの信頼性を高めることができる。
【０２１０】
　図１１は、図１０を参照して説明した追記手順に従って欠陥管理作業領域２１に欠陥リ
スト１５およびＤＤＳ１４が追記されていく状態を示す。
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【０２１１】
　状態（ａ）は、欠陥管理作業領域＃１（ＤＭＷＡ＃１）に欠陥ブロックが存在していた
ため、ＤＭＷＡ＃１への１回目の欠陥リスト１５の記録は失敗した状態を示す。引き続き
欠陥リスト１５の記録を行い、欠陥リスト１５の記録が成功した場合、続けてＤＤＳ１４
の記録を行う。
【０２１２】
　状態（ｂ）は、ＤＭＷＡ＃２に欠陥ブロックが存在しない状態を示す。
【０２１３】
　以上から、欠陥管理作業領域２１に欠陥ブロックが存在したために欠陥リスト１５とＤ
ＤＳ１４との記録に失敗しても、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４との記録が正常に終了する
まで欠陥リスト１５とＤＤＳ１４との記録を繰り返すことによって、正しく欠陥リスト１
５とＤＤＳ１４との記録を行うことができる。
【０２１４】
　図９に示される実施の形態では、ステップ９０１が「記録済みディスク管理作業領域と
未記録ディスク管理作業領域との境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域を選択する
ステップ」に対応し、ステップ９０２が「境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域に
、追記型情報記録媒体に関する管理情報であるディスク管理情報を記録するステップ」と
「ステップ（ｂ）で記録されたディスク管理情報に関する位置情報を含むディスク定義構
造を前記境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域に記録するステップ」とに対応する
。
【０２１５】
　しかし、本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１の欠陥管理作業領域２１に欠陥リ
ストとＤＤＳとを追記する処理手順が、図９に示されるものに限定されるわけではない。
本発明の実施の形態１の追記型光ディスク１の欠陥管理作業領域２１に欠陥リストとＤＤ
Ｓとを追記する処理手順は、上述した「記録済みディスク管理作業領域と未記録ディスク
管理作業領域との境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域を選択するステップ」、「
境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域に、追記型情報記録媒体に関する管理情報で
あるディスク管理情報を記録するステップ」および「ステップ（ｂ）で記録されたディス
ク管理情報に関する位置情報を含むディスク定義構造を前記境界に隣接する未記録ディス
ク管理作業領域に記録するステップ」の機能を有する限り、任意の処理手順を有し得る。
【０２１６】
　図１２は、本発明の実施の形態１の他の追記型光ディスク１のデータ構造を示す。
【０２１７】
　本発明の実施の形態１の他の追記型光ディスク１には、欠陥管理作業領域群２０の終端
から先頭の方向（追記型光ディスク１の外周から内周の方向）に沿って、少なくとも１つ
の欠陥管理作業領域２１（ＤＭＷＡ＃１～ＤＭＷＡ＃Ｎ（Ｎは１以上の整数））が順に割
り付けられる。欠陥管理作業領域群２０の終端（追記型光ディスク１の外周側）の欠陥管
理作業領域２１から順にＤＤＳ１４と欠陥リスト１５とが記録される。
【０２１８】
　さらに、欠陥管理作業領域２１には、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々に配置されたＤＤＳ１
４および欠陥リスト１５との配置の順番と同様に、ＤＤＳ１４と欠陥リスト１５とが配置
される。欠陥管理作業領域２１には、欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とが、欠陥管理作業領
域群２０の終端から先頭の方向（追記型光ディスク１の外周から内周の方向）に沿って、
欠陥リスト１５、ＤＤＳ１４の順に配置される。
【０２１９】
　ＤＤＳ１４は、例えば、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界
に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に配置される。ＤＤＳ１４は、境界に隣接する記録
済み欠陥管理作業領域の先頭を基準に算出可能な所定の位置に配置される。
【０２２０】
　図１２で示される本発明の実施の形態１の他の追記型光ディスク１において、最新に記
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録された欠陥管理作業領域を探索する場合には、光ディスク記録再生装置１００は、欠陥
管理作業情報読み出し部１６５において、欠陥管理作業領域群２０の中で記録済みの先頭
位置をサーチして、記録済み先頭位置にある欠陥管理作業領域２１を最新に記録されたも
のとする。つまり、図６において、記録済領域と未記録領域を入れ替えて、記録済み先頭
位置をサーチすることになる。欠陥管理作業情報書き込み部１６６において、欠陥管理作
業領域群２０の中で記録済み先頭領域より内周側の未記録欠陥管理作業領域を利用可能な
欠陥管理作業領域２１とする。
【０２２１】
　本発明の追記型情報記録媒体には、少なくとも１つの欠陥管理作業領域が所定の方向に
沿って順に割り付けられており、最新の欠陥リストと最新のＤＤＳとは、この所定の方向
に沿って、最新の欠陥リスト、最新のＤＤＳの順に、記録済み欠陥管理作業領域と未記録
欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に配置されている。した
がって、最新のＤＤＳおよび最新の欠陥リストを容易に探索することができる。
【０２２２】
　以下、少なくとも１つの欠陥管理作業領域が所定の方向に沿って順に割り付けられてお
り、最新のＤＦＬと最新のＤＤＳとは、この所定の方向に沿って、最新のＤＦＬ、最新の
ＤＤＳの順に、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する
記録済み欠陥管理作業領域に配置されており、この所定の方向が、追記型光ディスク１の
内周から外周の方向である場合に得られる効果について詳しく説明する。
【０２２３】
　まず、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の最新のＤＦＬ１５と最新のＤＤＳ１４との配置と同じよう
に、追記型光ディスク１の外周から内周の方向に沿って、最新のＤＦＬ１５、最新のＤＤ
Ｓ１４の順に、欠陥管理作業領域２１に最新のＤＦＬ１５と最新のＤＤＳ１４とが配置さ
れている場合を例にとって考えてみる。
【０２２４】
　この場合、図８に示す欠陥管理作業領域群２０における記録済み終端位置を探索するこ
とは可能であるが、ＤＦＬ１５のサイズは欠陥エントリ数によって可変であるため、終端
位置からＤＦＬ１５の先頭位置を算出することは出来ない。
【０２２５】
　このデータ構造において最新のＤＦＬ１５の取得を行おうとした場合は、欠陥管理作業
領域群２０の先頭のＤＤＳ１４からＤＦＬ１５の先頭位置を算出し、さらにＤＦＬ１５に
含まれる欠陥エントリ数からＤＦＬ１５のサイズを算出し、次のＤＤＳ１４の位置を決定
する。このＤＤＳ１４からＤＦＬ１５の先頭位置を算出し、・・・というように、順に欠
陥管理作業領域群２０を辿っていく必要がある。ＤＤＳ１４の次にＤＦＬ１５を配置した
データ構造であれば、多くの時間を要してしまうため望ましくないことは明白である。又
、これらＤＤＳ１４とＤＦＬ１５の中で再生できないブロックがあると最新のＤＦＬ１５
の探索に支障をきたす為に信頼性も低くなるという課題も発生する。
【０２２６】
　ＤＦＬ１５を固定長にすれば、最新のＤＤＳ１４と最新のＤＦＬ１５の探索に関する問
題は回避できるが、欠陥管理作業領域群２０を追記できる回数が減るか、より大きな欠陥
管理作業領域群２０を用意する必要が生じて、領域の使用効率が低下するという別の課題
が発生する。
【０２２７】
　そこで、本発明における実施の形態１の追記型光ディスク１のように、少なくとも１つ
の欠陥管理作業領域２１が所定の方向に沿って順に割り付けられており、最新のＤＦＬ１
４と最新のＤＤＳ１５とは、この所定の方向に沿って、最新のＤＦＬ１４、最新のＤＤＳ
１５の順に、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記
録済み欠陥管理作業領域に配置され、ＤＤＳ１４は境界を基準に算出可能な所定の位置に
配置されている構成とすれば、欠陥管理作業領域２１において使用効率の良い可変サイズ
のＤＦＬ１５を利用でき、欠陥管理作業領域群２０中の記録済み終端位置の欠陥管理作業
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領域２１（つまり、境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域）のＤＤＳ１４に、最新の
ＤＦＬ１５の記録位置が記載されているので、上述した課題は解決できる。
【０２２８】
　本発明の追記型情報記録媒体には、少なくとも１つの欠陥管理作業領域が所定の方向に
沿って順に割り付けられており、最新の欠陥リストと最新のＤＤＳとは、この所定の方向
に沿って、最新の欠陥リスト、最新のＤＤＳの順に、記録済み欠陥管理作業領域と未記録
欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に配置され、ＤＤＳは境
界を基準に算出可能な所定の位置に配置されている。したがって、最新のＤＤＳおよび最
新の欠陥リストを容易に検索することができる。
【０２２９】
１．５．ファイナライズ処理
　図１３は、本発明の実施の形態１におけるファイナライズ処理手順を示す。本発明の追
記型光ディスク１のＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各々に欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを記録す
ることによって、本発明の実施の形態１におけるファイナライズ処理が行われる。
【０２３０】
　ここで、欠陥管理情報格納バッファ１４０に格納されている欠陥リスト１５は、欠陥管
理情報更新部１６４によって、最新の内容に保たれている。
【０２３１】
　以下、図１３を参照して本発明の実施の形態１におけるファイナライズ処理手順をステ
ップごとに説明する。
【０２３２】
　ステップ１００１：ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの１つ（ＤＭＡ１）に対して、欠陥リス
ト１５とＤＤＳ１４とを記録する処理を開始する。
【０２３３】
　ステップ１００２：欠陥管理情報更新部１６４は、境界に隣接する記録済み欠陥管理作
業領域の位置を示す位置情報を少なくとも１つの欠陥管理領域のうちの１つの位置を示す
位置情報に変更することによって、最新のＤＤＳ１４を最後のＤＤＳ１４に変更する。例
えば、欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥管理情報格納バッファ１４０中のＤＤＳ１４の
欠陥リスト先頭位置情報３０を記録対象の欠陥管理領域（ＤＭＡ１）の欠陥リスト先頭位
置情報に変更することによって、最新のＤＤＳ１４を最後のＤＤＳ１４に変更する。欠陥
リスト先頭位置情報３０が変更された後、処理は、ステップ１００３に進む。
【０２３４】
　ステップ１００３：欠陥管理情報書き込み部１６２は、少なくとも１つの欠陥管理領域
のうちの１つに、最後の欠陥リスト１５を記録する。例えば、欠陥管理情報書き込み部１
６２は、ＤＭＡ１に欠陥管理情報格納バッファ１４０中の欠陥リスト１５を記録する。欠
陥リスト１５が記録された後、処理は、ステップ１００４に進む。
【０２３５】
　ステップ１００４：欠陥管理情報書き込み部１６２は、最後の欠陥リスト１５に基づい
て、少なくとも１つの欠陥管理領域のうちの１つに、最後のＤＤＳ１４を記録する。例え
ば、欠陥管理情報書き込み部１６２は、ＤＭＡ１に欠陥管理情報格納バッファ１４０中の
ＤＤＳ１４を記録する。ＤＤＳ１４が記録された後、処理は、ステップ１００５に進む。
【０２３６】
　ステップ１００５：ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの１つ（ＤＭＡ１）に対して、欠陥リス
ト１５とＤＤＳ１４とを記録する処理を終了する。記録処理が終了した後、処理は、ステ
ップ１００１に進む。
【０２３７】
　ステップ１００２からステップ１００４の処理を、残り全ての欠陥管理領域（つまり、
ＤＭＡ２～ＤＭＡ４）に対して実施する。
【０２３８】
　ＤＭＡ１～ＤＭＡ４に対して欠陥リスト１５とＤＤＳ１４とを記録する処理が終了した
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後、ファイナライズ処理は、終了する。
【０２３９】
　なお、ステップ１００１～ステップ１００５において、最後の欠陥リスト１５は、少な
くとも１つの欠陥管理領域に配置された最新の欠陥リスト１５であり、最後のディスク定
義構造１４は、最後の欠陥リスト１５に関する位置情報を含むディスク定義構造１４であ
り、最新の欠陥リスト１５は、一般的に、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作
業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に記録された欠陥リスト１５であり
、最新のディスク定義構造１４は、最新の欠陥リスト１５に関する位置情報を含むディス
ク定義構造１４である。
【０２４０】
　以上の手順を実行することによって、欠陥管理情報処理部１６０は、ファイナライズの
ために、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４に最後のＤＤＳ１４および最後の欠陥リスト１５を記録する
ことができる。
【０２４１】
　図１４は、書換え型光ディスク４００とファイナライズ後の追記型光ディスクとのデー
タ構造の比較を示す。
【０２４２】
　図１３を参照して説明したファイナライズ処理手順を実行することによって、ファイナ
ライズ後の追記型光ディスクに配置されたＤＭＡ１～ＤＭＡ４のデータ構造は、書換え型
光ディスク４００に配置されたＤＭＡ１～ＤＭＡ４のデータ構造と同じになるため、図２
４で示された書換え型光ディスク対応の光ディスク記録再生装置２００によってファイナ
ライズ後の追記型光ディスクが再生可能になり、再生互換を取ることが出来る。
【０２４３】
　なお、ファイナライズ処理の際には、一般的に、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠
陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に記録された欠陥リスト１
５と同じ内容の情報が欠陥管理作業領域に記録される。従って、本発明の追記型光ディス
クのデータ構造に対応した装置では、最新の欠陥管理作業領域２１の内容を取得すれば、
ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の内容を取得する必要がなくなり、欠陥管理情報を取得するまでの時
間を短縮することができる。ＤＭＡ１～ＤＭＡ４へのＤＤＳ１４と欠陥リスト１５との記
録が全て失敗したとしても、最新の欠陥管理作業領域２１からＤＤＳ１４と欠陥リスト１
５とを取得することによって、追記型光ディスク１に記録されたデータを再生できる。
【０２４４】
　以上、本発明のファイナライズ処理によれば、ファイナライズ後の追記型光ディスクの
データ構造は書換え型光ディスクのデータ構造と同じになる。その結果、書換え型光ディ
スク対応の光ディスク記録再生装置によってファイナライズ後の追記型光ディスクに記録
されたデータを再生可能となる、つまり再生互換を取ることが可能となる。
【０２４５】
　図１３に示される例では、欠陥管理情報書き込み部１６２が「少なくとも１つのディス
ク管理領域のうちの１つに、最後のディスク管理情報を記録する手段」および「最後のデ
ィスク管理情報に基づいて、少なくとも１つのディスク管理領域のうちの１つに、最後の
ディスク定義構造を記録する手段」として機能する。しかし、欠陥管理情報書き込み部１
６２は、本発明の機能分担の一例を示したに過ぎない。上述した機能が達成される限り、
任意の構成を有する手段を有し得る。
【０２４６】
　なお、ファイナライズ識別フラグを追記型光ディスク１に記録することによっても、追
記型光ディスク１をファイナライズすることができる。
【０２４７】
　例えば、欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、ディスク定義構造１４および欠陥リス
ト１５のうちの少なくとも一方に、ファイナライズ識別フラグが含まれるようにファイナ
ライズ識別フラグを記録する。
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【０２４８】
　図１５は、本発明の実施の形態１における別のファイナライズ処理手順を示す。本発明
の追記型光ディスク１にファイナライズ識別フラグが含まれるようにファイナライズ識別
フラグを記録することによって、本発明の実施の形態１における別のファイナライズ処理
が行われる。
【０２４９】
　以下、図１５を参照して本発明の実施の形態１における別のファイナライズ処理手順を
ステップごとに説明する。
【０２５０】
　ステップ２２０１：ファイナライズ識別フラグを追記型光ディスク１に記録する。ファ
イナライズ識別フラグが記録される位置は、追記型光ディスク１の所定の位置である。本
発明の光ディスク記録再生装置によってファイナライズ識別フラグが読み出せる位置であ
れば、所定の位置は問わない。
【０２５１】
　所定の位置が欠陥管理作業領域２１であれば、欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、
欠陥管理作業領域２１に配置されるディスク定義構造１４および欠陥リスト１５のうちの
少なくとも一方に、ファイナライズ識別フラグが含まれるようにファイナライズ識別フラ
グを記録する。この場合には、欠陥管理作業情報読み出し部１６５によってファイナライ
ズ識別フラグが読み出される。
【０２５２】
　ディスク定義構造１４および欠陥リスト１５のうちの少なくとも一方にファイナライズ
識別フラグが記録された後、処理は、終了する。
【０２５３】
１．６．ファイナライズ判定処理
図１６は、追記型光ディスク１が既にファイナライズされているか否かを判定するファイ
ナライズ判定手順を示す。以下、図１６を参照して追記型光ディスク１が既にファイナラ
イズされているか否かを判定するファイナライズ判定手順（ステップ２３０１～ステップ
２３０３）をステップごとに説明する。
【０２５４】
　なお、ステップ２３０１～ステップ２３０３において、最後の欠陥リスト１５は、少な
くとも１つの欠陥管理領域に配置された最新の欠陥リスト１５であり、最後のディスク定
義構造１４は、最後の欠陥リスト１５に関する位置情報を含むディスク定義構造１４であ
り、最新の欠陥リスト１５は、一般的に、記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理作
業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に記録された欠陥リスト１５である
。
【０２５５】
　ステップ２３０１：欠陥管理情報読み出し部１６１は、追記型光ディスク１に割り付け
られた少なくとも１つの欠陥管理領域のうちの１つを選択する。少なくとも１つの欠陥管
理領域のうちの１つを選択した後、処理は、ステップ２３０２に進む。
【０２５６】
　ステップ２３０２：欠陥管理情報読み出し部１６１は、追記型光ディスク１に割り付け
られた少なくとも１つの欠陥管理領域のうちの１つからデータを読み出し、記録済みか否
かを判定する。例えば、欠陥管理情報読み出し部１６１は、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの
１つからデータを読み出し、読み出し結果に基づいて、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの１つ
に最後の欠陥リストと最後のＤＤＳとが記録されているか否かを判定する。
【０２５７】
　データの読み出し結果を示す読み出し信号の信号振幅値が所定の閾値以上である場合に
は記録済みであると判定され、読み出し信号の信号振幅値が所定の閾値を超えなかった場
合には、未記録であると判定される。例えば、ＤＭＡ１からデータを読み出し、読み出し
結果に基づいて、記録済みか否かを判定する。
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【０２５８】
　読み出しの対象となるデータは、最後の欠陥リスト１５および最後のＤＤＳ１４には限
られない。図６および図７を参照して説明した手順によって記録済みか否かの判断として
利用しえる限り、データの内容は問わない。
【０２５９】
　記録済みか否かの判定処理手順は、図６および図７を参照して説明した手順と同様であ
るため、その説明を省略する。なお、図６および図７を参照して説明した手順では、欠陥
管理作業情報読み出し部１６５によって振幅が検査されたが、ファイナライズ判定手順で
は、欠陥管理情報読み出し部１６１によって振幅が検査される。
【０２６０】
　なお、記録済みか否かの判定手順は、図６および図７を参照して既に説明した手順に限
らない。データが正しく読み出されるか否かの検査に基づいて、記録済みか否かを判定し
てもよい。例えば、欠陥管理領域に記録された最後の欠陥リスト１５または最後のＤＤＳ
１４が正しく読み出されるか否かの検査結果に基づいて、記録済みか否かを判定する。
【０２６１】
　記録済みである場合には、追記型光ディスク１が追記可能な状態から追記不可能な状態
に変更されていると判断され、処理は終了する。
【０２６２】
　記録済みでない場合には、追記型光ディスク１が追記可能な状態から追記不可能な状態
に変更されていないと判断され、処理は、ステップ２３０３に進む。
【０２６３】
　ステップ２３０３：欠陥管理情報読み出し部１６１は、追記型光ディスク１に割り付け
られた少なくとも１つの欠陥管理領域の全てが選択済みか否か判定する。
【０２６４】
　全てが選択済みである場合には、追記型光ディスク１が追記可能な状態から追記不可能
な状態に変更されていないと判断され、処理は終了する。
【０２６５】
　選択されていない欠陥管理領域がある場合には、処理は、ステップ２３０１に進む。
【０２６６】
　ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの少なくとも１つが記録済みであると判定された場合には、
追記型光ディスク１が追記可能な状態から追記不可能な状態に変更されていると判定され
、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の全てが未記録であると判定された場合には、追記型光ディスク１
が追記可能な状態から追記不可能な状態に変更されていないと判定される。
【０２６７】
　例えば、欠陥管理情報読み出し部１６１は、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４のうちの少なくとも１
つからデータを読み出し、正常に再生できる場合には、追記型光ディスク１はファイナラ
イズ済みであると判断し、ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の全てが未記録のためにこれらの欠陥管理
領域からデータを正常に再生できない場合には、追記型光ディスク１はファイナライズさ
れていないと判断する。
【０２６８】
　図１６に示される実施の形態では、ステップ２３０２が「少なくとも１つのディスク管
理領域のうちの１つからデータを読み出し、記録済みか否かを判定するステップ」に対応
し、ステップ２３０３が「判定の結果に基づいて、追記型情報記録媒体が追記可能な状態
から追記不可能な状態に変更されているか否かを判定するステップ」に対応する。
【０２６９】
　しかし、追記型光ディスク１が既にファイナライズされているか否かを判定するファイ
ナライズ判定手順が、図１６に示されるものに限定されるわけではない。追記型光ディス
ク１が既にファイナライズされているか否かを判定するファイナライズ判定手順は、上述
した「少なくとも１つのディスク管理領域のうちの１つからデータを読み出し、記録済み
か否かを判定するステップ」および「判定の結果に基づいて、追記型情報記録媒体が追記
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可能な状態から追記不可能な状態に変更されているか否かを判定するステップ」の機能を
有する限り、任意の処理手順を有し得る。
【０２７０】
　図１７は、追記型光ディスク１が既にファイナライズされているか否かを判定する別の
ファイナライズ判定手順を示す。以下、図１７を参照して追記型光ディスク１が既にファ
イナライズされているか否かを判定する別のファイナライズ判定手順をステップごとに説
明する。
【０２７１】
　ステップ２４０１：光ディスク記録再生装置１００によって追記型光ディスク１のデー
タが読み出される。例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、記録済み欠陥管理作
業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域２１のデ
ータを読み出す。データの読み出し手順は、図５を参照して説明した手順と同様であるた
め、その説明を省略する。
【０２７２】
　データの読み出し後、処理は、ステップ２４０２に進む。
【０２７３】
　ステップ２４０２：ファイナライズ識別フラグが追記型光ディスク１に記録されている
か否かを判定する。例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、読み出したデータに
基づいて、欠陥管理作業領域２１の所定の位置にファイナライズ識別フラグが記録されて
いるか否かを判定する。なお、ファイナライズ識別フラグの記録位置は、欠陥管理作業領
域２１の所定の位置に限らない。光ディスク記録再生装置１００によって読み出すことが
できる位置であれば、ファイナライズ識別フラグの記録位置は、追記型光ディスク１の所
定の位置でよい。所定の位置は、例えば、ディスク定義構造１４および欠陥リスト１５の
うちの少なくとも一方である。
【０２７４】
　判定の結果に基づいて、追記型光ディスク１が追記可能な状態から追記不可能な状態に
変更されているか否かが判定される。
【０２７５】
　ファイナライズ識別フラグが記録されている場合には、追記型光ディスク１が追記可能
な状態から追記不可能な状態に変更されていると判断され、処理は終了する。
【０２７６】
　ファイナライズ識別フラグが記録されていない場合には、追記型光ディスク１が追記可
能な状態から追記不可能な状態に変更されていない判断され、処理は終了する。
【０２７７】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、ディスク定義構造１４および欠陥リス
ト１５のうちの少なくとも一方に記録されているファイナライズ識別フラグを読み出した
場合には、追記型光ディスク１がファイナライズ済みであると判断する。
【０２７８】
　図１７に示される実施の形態では、ステップ２４０２が「少なくとも１つのディスク管
理作業領域へのデータの追記の禁止を示すファイナライズ識別フラグが、追記型情報記録
媒体に記録されているか否かを判定するステップ」と「判定の結果に基づいて、追記型情
報記録媒体が追記可能な状態から追記不可能な状態に変更されているか否かを判定するス
テップ」とに対応する。
【０２７９】
　しかし、追記型光ディスク１が既にファイナライズされているか否かを判定する別のフ
ァイナライズ判定手順が、図１７に示されるものに限定されるわけではない。追記型光デ
ィスク１が既にファイナライズされているか否かを判定する別のファイナライズ判定手順
は、上述した「少なくとも１つのディスク管理作業領域へのデータの追記の禁止を示すフ
ァイナライズ識別フラグが、追記型情報記録媒体に記録されているか否かを判定するステ
ップ」および「判定の結果に基づいて、追記型情報記録媒体が追記可能な状態から追記不
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可能な状態に変更されているか否かを判定するステップ」の機能を有する限り、任意の処
理手順を有し得る。
【０２８０】
　なお、本発明の実施の形態１において、欠陥リスト（ＤＦＬ）１５およびディスク定義
構造（ＤＤＳ）１４の各々がエラー訂正の単位であるブロック単位であるとして説明を行
った。ＤＤＳ１４のサイズまたはＤＦＬ１５のサイズがブロックサイズに満たない場合は
、満たない部分には、意味を持たないデータ（例えば０）を記録することによって、ブロ
ックサイズとする。
【０２８１】
　なお、ＤＦＬ１５とＤＤＳ１４とは互いに異なるブロックに配置されることを前提に説
明したが、ＤＤＳ１４が、境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に含まれるブロック
のうち、境界を基準に算出可能な所定のブロックにおける所定の位置に配置される場合に
は、ＤＦＬ１５とＤＤＳ１４とが１つ以上のブロックのうちの少なくとも１つのブロック
を共有してもよい。例えば、ＤＦＬ１５の最後のブロックの所定の位置にＤＤＳ１４が配
置されてもよい。記録終端からＤＤＳ１４の位置が一意に求まる限り、最新のＤＤＳ１４
とＤＦＬ１５とを容易に検索することができる。
【０２８２】
　なお、本発明の実施の形態１では、エラー訂正の単位であるブロックを再生記録および
欠陥管理の単位として説明したが、例えば、アクセス可能な最小の単位であるセクタ（１
セクタは２ＫＢｙｔｅのサイズ）を再生記録および欠陥管理の単位としても、本発明が適
用できることは明白である。そのような変更態様は、本発明の精神ならびに適用範囲から
逸脱するものでなく、同業者にとって自明な変更態様は、本発明の請求の範囲に含まれる
ものとする。
【０２８３】
　なお、本発明の実施の形態１において、欠陥管理作業領域２１は１つの欠陥リスト１５
（つまり子情報）とその位置情報を含むＤＤＳ１４（つまり親情報）とを含む例を説明し
たが、親情報が子情報に関する位置情報を備えている限りにおいては、子情報は１つに限
らない。子情報が欠陥管理作業領域２１に複数存在しても良い。つまり親情報は、複数の
子情報に関する位置情報を含んでいても良く、この場合も同様の効果を得ることができる
。
【０２８４】
（実施の形態２）
２．１．光ディスクデータ構造
　本発明の実施の形態２の追記型光ディスク３００のデータ構造は、欠陥管理作業領域２
１（ＤＭＷＡ）を除いて、本発明の実施の形態１で説明した追記型光ディスク１のデータ
構造と同じであるので、欠陥管理作業領域２１（ＤＭＷＡ）以外の説明は、ここでは省略
する。
【０２８５】
　図１８は、本発明の実施の形態２のＤＭＷＡのデータ構造を示す。
【０２８６】
　ＤＭＷＡは、Ｍ個のブロック（Ｍは１以上の整数）を含み、Ｍ個のブロックの各々には
、副欠陥リスト（以下、「ＳＤＦＬ」とも記載する。）１８と副ディスク定義構造（以下
、「ＳＤＤＳ」とも記載する。）１９とが配置される。
【０２８７】
　ＳＤＤＳ１９は固定サイズの情報（例えば、１セクタ（２ＫＢｙｔｅ））であり、ＳＤ
ＤＳ１９は、ＤＭＷＡに含まれる各ブロック内の所定の位置（例えば、ブロックの末尾セ
クタ）に配置される。
【０２８８】
　ＳＤＤＳ１９のサイズは、ディスク定義構造（ＤＤＳ）１４のサイズと同じである。
【０２８９】
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　なお、ＳＤＤＳ１９のサイズは、ＤＤＳ１４のサイズと同じであることに限らない。
【０２９０】
　なお、ＳＤＤＳ１９が各ブロック内の所定の位置に配置される限りにおいては、ＳＤＤ
Ｓ１９は、固定長でなくとも良い。
【０２９１】
　欠陥リスト（ＤＦＬ）１５のサイズとＳＤＤＳ１９のサイズとを足した結果、１ブロッ
クサイズを越える場合に、ＳＤＤＳ１９と足し合わせたサイズが１ブロックサイズ以内に
収まるようにＤＦＬ１５を分割したものがＳＤＦＬ１８である。つまり全てのＳＤＦＬ１
８を組み合わせたものがＤＦＬ１５となる。
【０２９２】
　また、ＳＤＦＬ１８はＤＦＬ１５を分割したものであるため、いずれかのＳＤＦＬ１８
の所定の位置（例えば、ＳＤＦＬ＃１の先頭）に欠陥リストヘッダ３２が配置される。
【０２９３】
　ＤＦＬ１５のサイズが可変長であるため、ＳＤＦＬ１８の個数およびサイズも可変とな
るが、ＳＤＦＬ１８とＳＤＤＳ１９とを足し合わせたサイズは必ず１ブロックサイズに収
まる。
【０２９４】
　ここで、ＳＤＦＬ１８のサイズとＳＤＤＳ１９のサイズとを足したサイズが１ブロック
サイズに満たない場合には、満たない部分には意味を持たないデータ（例えば０）を記録
することによって、１ブロックサイズとする。
【０２９５】
　図１９は、ＳＤＤＳ１９の構造を示す。
【０２９６】
　ＳＤＤＳ１９は、ＤＭＷＡ内に存在する全てのＳＤＦＬ１８の位置情報である副欠陥リ
スト先頭位置情報３４を含む。
【０２９７】
　なお、ＳＤＤＳ１９は必ずしも全てのＳＤＦＬ１８に関する副欠陥リスト先頭位置情報
３４を備えていなくても良い。例えば先頭のＳＤＦＬ１８、末尾のＳＤＦＬ１８、同じブ
ロックを構成するＳＤＦＬ１８に関する副欠陥リスト先頭位置情報３４だけを持っていて
も良い。
【０２９８】
２．２．光ディスク記録再生装置の構成
　本発明の実施の形態２の光ディスク記録再生装置の構成は、本発明の実施の形態１の光
ディスク記録再生装置１００の構成と同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０２９９】
２．３．最新欠陥管理情報の取得
　本発明の実施の形態２の追記型光ディスク３００に記録された情報（記録済み欠陥管理
作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に記録
されたＳＤＤＳおよびＳＤＦＬ）を取得（再生）する方法を以下に説明する。
【０３００】
　図２０は、欠陥管理作業領域群２０に含まれる欠陥管理作業領域２１のうち最新に記録
された欠陥管理作業領域２１からＳＤＤＳ１９とＳＤＦＬ１８とを取得する手順を示す。
以下、図２０を参照して最新に記録された欠陥管理作業領域２１からＳＤＤＳ１９とＳＤ
ＦＬ１８とを取得する手順をステップごとに説明する。
【０３０１】
　ステップ１９０１：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、記録済み欠陥管理作業領域
と未記録欠陥管理作業領域との境界の位置を探索し、境界の位置を示す境界位置情報を取
得する。
【０３０２】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、欠陥管理作業領域群２０の記録済み終
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端位置を探索し、欠陥管理情報制御メモリ１６３にある記録済み終端位置４０に、探索し
た記録済み終端の欠陥管理作業領域２１の位置を記憶させる。探索した記録済み終端の欠
陥管理作業領域２１の位置を記憶させた後、処理は、ステップ１９０２に進む。
【０３０３】
　なお、記録済み終端位置の探索手順は、図６および図７を参照して本発明の実施の形態
１で説明した手順と同様であるため、その説明を省略する。
【０３０４】
　ステップ１９０２：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、境界位置情報に基づいて、
境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に含まれるブロックからＳＤＤＳ１９を再生し
、再生されたＳＤＤＳ１９に基づいて、ＳＤＦＬ１８に関する位置情報を取得する。
【０３０５】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、記録済み終端位置４０を終端として存
在するブロック内の所定位置に配置されている固定長のＳＤＤＳ１９を欠陥管理情報格納
バッファ１４０へ読み出すとともに、ＳＤＤＳ１９中の全ての副欠陥リスト先頭位置情報
３４を欠陥管理情報制御メモリ１６３にあるＳＤＦＬ先頭位置４２に記憶する。ＳＤＤＳ
１９中の全ての副欠陥リスト先頭位置情報３４を記憶した後、処理は、ステップ１９０３
に進む。
【０３０６】
　ステップ１９０３：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、ＳＤＤＳ１９に含まれるＳ
ＤＦＬ１８に関する位置情報に基づいて、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、記録済
み欠陥管理作業領域が正常に記録が完了した領域であるか否かを判断する。
【０３０７】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、ＳＤＦＬ先頭位置４２として読み出し
た位置情報を用いて、読み出しを行ったＳＤＤＳ１９を含むＤＭＷＡが正常な欠陥管理作
業領域か否かを判定する。
【０３０８】
　例えば、ＳＤＦＬ１８に関する位置情報と記録済み欠陥管理作業領域と未記録欠陥管理
作業領域との境界の位置情報とを比較することによって、欠陥管理作業情報読み出し部１
６５は、記録済み欠陥管理作業領域が正常に記録が完了した領域であるか否かを判断する
。
【０３０９】
　具体的には、例えば、ＳＤＦＬ先頭位置４２の位置情報の中に、記録済み終端位置４０
よりも大きいアドレスが存在しない場合には、読み出そうとしているＤＭＷＡは正常であ
ると判定し、反対に記録済み終端位置４０よりも大きいアドレスが存在する場合には、読
み出そうとしているＤＭＷＡは異常であると判定する。
【０３１０】
　なお、上記の判定方法は一例であり、ＤＭＷＡが正常かどうかの判定方法はこれに限る
ものではない。
【０３１１】
　記録済み欠陥管理作業領域が正常に記録が完了していない領域である場合には、ＳＤＦ
Ｌ１８に関する位置情報に基づいて、境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域と境界に
隣接する記録済み欠陥管理作業領域に隣接する記録済み欠陥管理作業領域との境界の位置
を探索する。
【０３１２】
　例えば、読み出そうとしているＤＭＷＡが異常であると判定された場合には、現在読み
出そうとしているＤＭＷＡよりも欠陥管理作業領域群２０の先頭側に向かって１つ前に存
在している正常なＤＭＷＡ、つまり副欠陥リスト＃１先頭位置情報３４を表すＳＤＦＬ先
頭位置４２の１つ前の位置を領域末尾として存在しているＤＭＷＡを読み出す。
【０３１３】
　ここで現在読み出しているＤＭＷＡが異常であると判定される場合としては、例えばＤ
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ＭＷＡの更新途中で光ディスク記録再生装置１００の電源が落ち、更新が途中で止まって
しまったＤＭＷＡの読み出しを行った場合や、読み出しているＤＭＷＡに傷や指紋等の欠
陥が生じて読み出しに失敗する場合等がある。
【０３１４】
　正常な欠陥管理作業領域であると判定された場合には、処理は、ステップ１９０４に進
む。
【０３１５】
　正常な欠陥管理作業領域でないと判定された場合には、処理は、ステップ１９０２に進
む。
【０３１６】
　ステップ１９０４：欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、ＳＤＦＬ１８に関する位置
情報に基づいて、境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域に含まれる複数のブロックの
各々からＳＤＦＬ１８を再生する。
【０３１７】
　例えば、欠陥管理作業情報読み出し部１６５は、ＳＤＦＬ先頭位置４２として読み出さ
れた位置を先頭として配置されている全てのＳＤＦＬ１８を欠陥管理情報格納バッファ１
４０へ読み出す。
【０３１８】
　ここで、記録済み終端位置４０が、欠陥管理作業領域群２０が全く記録されていないこ
とを示す場合、ステップ１９０２、ステップ１９０３およびステップ１９０４の読み出し
処理を行う必要はない。読み出し処理を行う代わりに、欠陥管理情報格納バッファ１４０
に、ＤＤＳ１４と、欠陥リスト１５とをあらかじめ格納しておけばよい。なお、格納され
たＤＤＳ１４は、所定の値に初期化された欠陥リスト先頭位置情報３０を含み、格納され
た欠陥リスト１５は、欠陥リストヘッダ３２の欠陥エントリ数が初期化されている（欠陥
エントリ数＝０）ために欠陥エントリ３３を持たない。
【０３１９】
　なお、欠陥管理情報格納バッファ１４０には、読み出した全てのＳＤＦＬ１８を組み合
わせてＤＦＬ１５として保持しても良いし、読み出した状態のまま保持しておいても良い
が、本発明の実施の形態では、読み出した全てのＳＤＦＬ１８を組み合わせてＤＦＬ１５
として保持するものとする。
【０３２０】
　図２０に示される実施の形態では、ステップ１９０１が「記録済みディスク管理作業領
域と未記録ディスク管理作業領域との境界の位置を探索し、境界の位置を示す境界位置情
報を取得するステップ」に対応し、ステップ１９０２が「境界位置情報に基づいて、境界
に隣接する記録済みディスク管理作業領域からディスク定義構造を再生するステップ」と
「ディスク定義構造に基づいて、部分ディスク管理情報に関する位置情報を取得するステ
ップ」とに対応し、ステップ１９０４が「部分ディスク管理情報に関する位置情報に基づ
いて、境界に隣接する記録済みディスク管理作業領域に含まれる複数のブロックの各々か
ら、部分ディスク管理情報を再生するステップ」に対応する。
【０３２１】
　しかし、欠陥管理作業領域群２０に含まれる欠陥管理作業領域２１のうち最新に記録さ
れた欠陥管理作業領域２１からＳＤＤＳ１９とＳＤＦＬ１８とを取得する手順が、図２０
に示されるものに限定されるわけではない。欠陥管理作業領域群２０に含まれる欠陥管理
作業領域２１のうち最新に記録された欠陥管理作業領域２１からＳＤＤＳ１９とＳＤＦＬ
１８とを取得する手順は、上述した「記録済みディスク管理作業領域と未記録ディスク管
理作業領域との境界の位置を探索し、境界の位置を示す境界位置情報を取得するステップ
」、「境界位置情報に基づいて、境界に隣接する記録済みディスク管理作業領域からディ
スク定義構造を再生するステップ」、「ディスク定義構造に基づいて、部分ディスク管理
情報に関する位置情報を取得するステップ」および「部分ディスク管理情報に関する位置
情報に基づいて、境界に隣接する記録済みディスク管理作業領域に含まれる複数のブロッ
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クの各々から、部分ディスク管理情報を再生するステップ」の機能を有する限り、任意の
処理手順を有し得る。
【０３２２】
　以上、本発明によれば、ＤＭＷＡに含まれる全てのブロックの所定位置に、ＳＤＦＬの
位置情報を含むＳＤＤＳを配置することにより、そのＤＭＷＡが正常に更新されたＤＭＷ
Ａであるか否かをＳＤＤＳ内の情報から容易に判断することができる。さらに、そのＤＭ
ＷＡが更新に失敗していた場合でも、１つ前に存在する正常なＤＭＷＡの位置情報を容易
に算出できる。
【０３２３】
２．４．欠陥管理情報の更新
本発明の実施の形態２の追記型光ディスク３００に情報（ＳＤＦＬおよびＳＤＤＳ）を記
録する方法を以下に説明する。
【０３２４】
　図２１は、本発明の実施の形態２の追記型光ディスク３００の欠陥管理作業領域２１に
ＳＤＦＬ１８とＳＤＤＳ１９とを追記する手順を示す。
【０３２５】
　欠陥管理作業情報書き込み部１６６が、ＳＤＦＬ１８とＳＤＤＳ１９とを欠陥管理作業
領域２１に記録（追記）する。
【０３２６】
　ここで、欠陥管理情報格納バッファ１４０に格納されている欠陥リスト１５は、欠陥管
理情報更新部１６４によって、最新の内容に保たれている。
【０３２７】
　具体的には、例えば、新規に１つの欠陥ブロックが検出された場合、欠陥管理情報更新
部１６４は、欠陥管理情報格納バッファ１４０に格納されている欠陥リスト１５に新規交
替ブロック（つまり、新規欠陥ブロック）に相当する欠陥エントリを追加し、さらに欠陥
エントリに含まれる欠陥ブロックの位置情報にしたがって、欠陥エントリのソーティング
を行う。さらに欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥リストヘッダの欠陥エントリ数を１つ
増加させる。
【０３２８】
　以下、図２１を参照して本発明の実施の形態２の追記型光ディスク３００の欠陥管理作
業領域２１にＳＤＦＬ１８とＳＤＤＳ１９とを追記する手順をステップごとに説明する。
【０３２９】
　ステップ２００１：欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥管理情報格納バッファ１４０に
格納されている最新のＤＦＬ１５のサイズを算出し、固定サイズであるＳＤＤＳ１９のサ
イズと最新のＤＦＬ１５のサイズと足したサイズが１ブロックサイズを越えるか否かを判
定する。
【０３３０】
　足したサイズが１ブロックサイズを越える場合には、ＤＦＬ１５を複数の副欠陥リスト
１８に分割する。
【０３３１】
　足したサイズが１ブロックサイズ以下である場合には、ＤＦＬ１５をそのまま副欠陥リ
スト１８＃１とする。
【０３３２】
　１つの副欠陥リスト１８のサイズと固定サイズのＳＤＤＳ１９のサイズとを足した結果
、最大で１ブロックサイズになるように、１つの副欠陥リスト１８のサイズが決められる
。
【０３３３】
　具体的には、光ディスク３００がＤＶＤ－ＲＡＭであり、１ブロックサイズがエラー訂
正の単位である１ＥＣＣブロック（＝１６セクタ）の場合では、ＳＤＤＳ１９のサイズが
１セクタであるとすると、副欠陥リスト１８のサイズは最大で１５セクタサイズとなる。
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【０３３４】
　ステップ２００２：欠陥管理情報更新部１６４は、記録済み欠陥管理作業領域と未記録
欠陥管理作業領域との境界に隣接する未記録欠陥管理作業領域を選択する。
【０３３５】
　例えば、欠陥管理情報更新部１６４は、欠陥管理情報制御メモリ１６３にある記録済み
終端位置４０を１つ先へ進めた位置、つまり未記録領域の先頭位置を副欠陥リスト＃１先
頭位置情報３４として欠陥管理情報格納バッファ１４０中のＳＤＤＳ１９を更新すること
によって、複数の未記録欠陥管理作業領域の先頭に位置する未記録欠陥管理作業領域を選
択する。副欠陥リスト１８がＭ個（Ｍは２以上の整数）存在する場合には、ＳＤＤＳ１９
に含まれるそれぞれの副欠陥リスト１８に対応する副欠陥リスト先頭位置情報３４を更新
する。
【０３３６】
　ここで、副欠陥リスト＃２先頭位置情報、・・・、副欠陥リスト＃Ｍ先頭位置情報は、
副欠陥リスト＃１先頭位置情報とブロックサイズとを用いることで算出できる。具体的に
は、例えば、副欠陥リスト＃２先頭位置情報は、副欠陥リスト＃１先頭位置情報の示す位
置から１ブロックサイズ分先へ進んだ位置として求めることが出来る。
【０３３７】
　ステップ２００３：欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、境界に隣接する未記録欠陥
管理作業領域に含まれる複数のブロックの各々に、追記型光ディスクに関する管理情報で
ある欠陥リスト１５に含まれるＳＤＦＬ１８とＳＤＦＬ１８に関する位置情報を含むＳＤ
ＤＳ１９とを記録する。
【０３３８】
　例えば、欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、未記録領域の先頭位置から順に、欠陥
管理情報格納バッファ１４０中の更新済みのＳＤＦＬ１８と更新済みのＳＤＤＳ１９とを
記録する。ＳＤＦＬ１８がＭ個存在する場合には、更新済みのＳＤＦＬ１８と更新済みの
ＳＤＤＳ１９との記録をＳＤＦＬの個数分、つまりＭ回繰り返して行う。
【０３３９】
　ここで、ＳＤＤＳ１９が全てのＳＤＦＬ１８に関する副欠陥リスト先頭位置情報３４を
含む場合、ＳＤＦＬ１８とあわせて記録するＳＤＤＳ１９の内容は、全てのＳＤＦＬ１８
に対して同じものとなる。しかし、例えばＳＤＤＳ１９が、先頭のＳＤＦＬ１８に関する
副欠陥リスト先頭位置情報３４と、末尾のＳＤＦＬ１８に関する副欠陥リスト先頭位置情
報３４と、同じブロックを構成するＳＤＦＬ１８に関する副欠陥リスト先頭位置情報３４
とを含む場合には、それぞれのＳＤＤＳ１９において、同じブロックを構成するＳＤＦＬ
１８に関する副欠陥リスト先頭位置情報３４だけが違う内容となる。
【０３４０】
　なお、本発明の実施の形態２においても、本発明の実施の形態１において、図１０を参
照して説明したように、記録が正常に行えたかどうかの確認を行いながらＳＤＦＬ１８と
ＳＤＤＳ１９とを記録しえる。本発明の実施の形態２において、記録が正常に行えたかど
うかの確認を行いながらＳＤＦＬ１８とＳＤＤＳ１９とを記録する場合には、ＳＤＦＬ１
８とＳＤＤＳ１９との記録が正常に行われるまで、ステップ２００３の実行を繰り返す。
【０３４１】
　なお、本発明の実施の形態１において、図１０を参照して説明したように、記録が正常
に行えたかどうかの確認を行いながらＤＭＷＡの更新を行うような場合には、途中に欠陥
ブロックが存在すると、先に記録したブロックのＳＤＤＳ１９が示す副欠陥リスト先頭位
置情報３４と、実際に副欠陥リスト１８の記録を行う位置とに不整合が生じる可能性があ
る。しかし、このような場合にも、その都度欠陥管理情報格納バッファ１４０中のＳＤＤ
Ｓ１９の内容を更新し、最新に記録したブロック（つまり記録済み終端位置に存在するブ
ロック）におけるＳＤＤＳ１９の内容が正しい内容となるようにすることで整合を取るこ
とが出来るので問題ない。
【０３４２】



(28) JP 4772837 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

　以上の手順を実行することによって、欠陥管理作業情報書き込み部１６６は、欠陥管理
作業領域群２０に含まれる欠陥管理作業領域２１に最新の欠陥リスト１５とＤＤＳ１４と
を記録することができる。
【０３４３】
　図２１に示される実施の形態では、ステップ２００２が「記録済みディスク管理作業領
域と未記録ディスク管理作業領域との境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域を選択
するステップ」に対応し、ステップ２００３が「境界に隣接する未記録ディスク管理作業
領域に含まれる複数のブロックの各々に、追記型情報記録媒体に関する管理情報であるデ
ィスク管理情報に含まれる部分ディスク管理情報を記録するステップ」と「境界に隣接す
る未記録ディスク管理作業領域に含まれる複数のブロックの各々に、部分ディスク管理情
報に関する位置情報を含むディスク定義構造を記録するステップ」とに対応する。
【０３４４】
　しかし、本発明の実施の形態２の追記型光ディスク３００の欠陥管理作業領域２１にＳ
ＤＦＬ１８とＳＤＤＳ１９とを追記する手順が、図２１に示されるものに限定されるわけ
ではない。本発明の実施の形態２の追記型光ディスク３００の欠陥管理作業領域２１にＳ
ＤＦＬ１８とＳＤＤＳ１９とを追記する手順は、上述した「記録済みディスク管理作業領
域と未記録ディスク管理作業領域との境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域を選択
するステップ」、「境界に隣接する未記録ディスク管理作業領域に含まれる複数のブロッ
クの各々に、追記型情報記録媒体に関する管理情報であるディスク管理情報に含まれる部
分ディスク管理情報を記録するステップ」および「境界に隣接する未記録ディスク管理作
業領域に含まれる複数のブロックの各々に、部分ディスク管理情報に関する位置情報を含
むディスク定義構造を記録するステップ」の機能を有する限り、任意の処理手順を有し得
る。
【０３４５】
２．５．ファイナライズ処理
　本発明の実施の形態２のファイナライズ処理手順は、本発明の実施の形態１のファイナ
ライズ処理手順と同様であるので、ここではその説明を省略する。なお、本発明の実施の
形態２のファイナライズ処理手順は、本発明の実施の形態２のＳＤＤＳ１９に含まれる副
欠陥リスト先頭位置情報３４を本発明の実施の形態１のＤＤＳ１４に含まれる欠陥リスト
先頭位置情報３０とすることによって、本発明の実施の形態１のファイナライズ処理手順
を適用する。
【０３４６】
２．６．ファイナライズ判定処理
　本発明の実施の形態２のファイナライズ判定処理手順は、本発明の実施の形態１のファ
イナライズ判定処理手順と同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０３４７】
　以上、本発明によれば、欠陥管理作業領域２１の更新途中に電源が切れる等の原因で更
新が途中で終わった場合でも、更新に失敗したという事実を誤ることなく判定できるとと
もに、更新に失敗した欠陥管理作業領域２１の先頭位置を容易に検索できる。したがって
、最新の正常な欠陥管理作業領域２１中の欠陥リスト１５を容易に取得することができる
。
【０３４８】
　なお、本発明の実施の形態２では、エラー訂正の単位であるブロックを再生記録および
欠陥管理の単位として説明したが、例えば、アクセス可能な最小の単位であるセクタ（１
セクタは２ＫＢｙｔｅのサイズ）を再生記録および欠陥管理の単位としても、本発明が適
用できることは明白である。そのような変更態様は、本発明の精神ならびに適用範囲から
逸脱するものでなく、同業者にとって自明な変更態様は、本発明の請求の範囲に含まれる
ものとする。
【０３４９】
　なお、本発明の実施の形態１および２において、欠陥管理作業領域２１に欠陥リスト１
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５または副欠陥リスト１８（つまり子情報）とその位置情報を含むＤＤＳ１４またはＳＤ
ＤＳ１９（つまり親情報）とが配置される例を説明したが、配置される情報は、欠陥リス
ト１５または副欠陥リスト１８とＤＤＳ１４またはＳＤＤＳ１９とに限らない。
【０３５０】
　例えば、配置される情報が、ディスクに関する管理情報であるディスク管理情報とディ
スク管理情報に関する位置情報を含むディスク定義構造である場合には、少なくとも１つ
の欠陥管理作業領域が所定の方向に沿って順に割り付けられており、最新のディスク管理
情報と最新のディスク定義構造とが、この所定の方向に沿って、最新のディスク管理情報
、最新のディスク定義構造の順に、記録済みディスク管理作業領域と未記録欠陥管理作業
領域との境界に隣接する記録済みディスク管理作業領域に配置されていれば、最新のディ
スク管理情報を容易に検索することが可能となり、本発明の効果を得ることができる。
【０３５１】
　例えば、配置される情報が、交替リストと交替リストに関する位置情報を含むＤＤＳで
あってもよい。交替リストは、データ領域に含まれる交替元の領域とスペア領域に含まれ
る交替先の領域との対応関係を示す対応関係情報を含む。
【０３５２】
　なお、本発明の実施の形態１および２において、欠陥管理作業領域２１に欠陥リスト１
５または副欠陥リスト１８（つまり子情報）とその位置情報を含むＤＤＳ１４またはＳＤ
ＤＳ１９（つまり親情報）とが配置される例を説明したが、親情報が子情報に関する位置
情報を備えている限りにおいては、子情報は１つに限らない。子情報が欠陥管理作業領域
２１に複数存在しても良い。つまり親情報は、複数の子情報に関する位置情報を含んでい
ても良い。また複数の子情報は必ずしも同種類の情報でなくとも良い。
【０３５３】
　図２２は、子情報としてスペースビットマップ情報と欠陥リストとが配置される欠陥管
理作業領域の例を示す。
【０３５４】
　欠陥管理作業領域２１には、子情報として先に説明したスペースビットマップ情報と欠
陥リストとが配置され、親情報であるＤＤＳがこれら２つの子情報に関する位置情報を含
んでも良い。この場合も、子情報の位置情報を示すＤＤＳ（つまり親情報）が記録済み欠
陥管理作業領域と未記録欠陥管理作業領域との境界（記録済み欠陥管理作業領域の終端ま
たは記録済み欠陥管理作業領域の先頭）を基準に算出可能な所定の位置に存在していれば
、最新の子情報を容易に検索することが可能となり、本発明の効果をえることができる。
【０３５５】
　なお、図１０および図１１を参照して説明したように記録済みの欠陥管理作業領域２１
中に欠陥ブロックが存在するような場合、図６および図７を参照して説明した手順で記録
済み終端位置を探索するだけでは、欠陥ブロックを未記録領域と誤判定してしまう可能性
が考えられる。そこで、図６および図７を参照して説明した手順で探索した記録済み終端
位置情報と保持されている情報とを比較し、正しい未記録領域の先頭位置かどうかを判定
する等の方法を用いることで、誤判定を避けることが可能となる。ここで、保持されてい
る情報とは、例えば、媒体上の所定の位置や光ディスク記録再生装置内の（不揮発性）メ
モリに保持されている前回の欠陥管理作業領域群２０への記録時の記録済み終端位置情報
（ＬＲＡ）や欠陥ブロックの位置情報等である。
【０３５７】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細
書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
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【図面の簡単な説明】
【０３５８】
【図１】本発明の実施の形態１の追記型光ディスクの領域の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１の追記型光ディスクのデータ構造を示す図である。
【図３】ＤＤＳと欠陥リストとのデータ構造を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１の光ディスク記録再生装置の構成を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１の追記型光ディスクの記録済み欠陥管理作業領域と未記録
欠陥管理作業領域との境界に隣接する記録済み欠陥管理作業領域から最新の欠陥リストと
最新のＤＤＳとを取得する手順を示すフローチャートである。
【図６】記録済み終端位置の探索過程を示す図である。
【図７】記録済み終端位置の探索処理手順を示すフローチャートである。
【図８】欠陥管理作業領域群に含まれるＤＭＷＡに欠陥リストおよびＤＤＳが追記されて
いく状態を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態１の追記型光ディスクの欠陥管理作業領域に欠陥リストとＤ
ＤＳとを追記する処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】欠陥リストとＤＤＳとが正常に記録できたか否かを判断しながら新たな欠陥リ
ストとＤＤＳとを欠陥管理作業領域に記録（追記）する処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１１】図１０を参照して説明した追記手順に従って欠陥管理作業領域に欠陥リストお
よびＤＤＳが追記されていく状態を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態１の他の追記型光ディスクのデータ構造を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態１におけるファイナライズ処理手順を示すフローチャート
である。
【図１４】書換え型光ディスクとファイナライズ後の追記型光ディスクとのデータ構造の
比較を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態１における別のファイナライズ処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図１６】追記型光ディスク１が既にファイナライズされているか否かを判定するファイ
ナライズ判定手順を示すフローチャートである。
【図１７】追記型光ディスクが既にファイナライズされているか否かを判定する別のファ
イナライズ判定手順を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の実施の形態２のＤＭＷＡのデータ構造を示す図である。
【図１９】ＳＤＤＳの構造を示す図である。
【図２０】欠陥管理作業領域群に含まれる欠陥管理作業領域のうち最新に記録された欠陥
管理作業領域からＳＤＤＳとＳＤＦＬとを取得する手順を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の実施の形態２の追記型光ディスクの欠陥管理作業領域にＳＤＦＬとＳ
ＤＤＳとを追記する手順を示すフローチャートである。
【図２２】子情報としてスペースビットマップ情報と欠陥リストとが配置される欠陥管理
作業領域の例を示す図である。
【図２３】従来の書換え型光ディスクのデータ構造を示す図である。
【図２４】従来の書換え型光ディスク対応の光ディスク記録再生装置の構成を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０３５９】
１ 追記型光ディスク
４ リードイン領域
５ データ領域
６ リードアウト領域
１０ 第１の欠陥管理領域
１１ 第２の欠陥管理領域
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１２ 第３の欠陥管理領域
１３ 第４の欠陥管理領域
１４ ディスク定義構造
１５ 欠陥リスト
１６ ユーザデータ領域
１７ スペア領域
２０ 欠陥管理作業領域群
２１ 欠陥管理作業領域

【図１】 【図２】

【図３】
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【図２１】
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