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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスク管理情報を記憶するための少なくとも１つの領域を有する記録担体であって、
当該記録担体が、更に、前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域が使用されてい
るか否かを示す信号を含む領域を有し、前記信号の各信号が、前記ディスク管理情報を記
憶するための前記領域の１つに関係付けられる記録担体。
【請求項２】
　前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域が使用されているか否かを示す信号を
含む前記領域が、前記ディスク管理情報を記憶するための前記少なくとも１つの領域の第
１の領域内にある、請求項１に記載の記録担体。
【請求項３】
　前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域が使用されているか否かを示す信号を
含む前記領域が、前記ディスク管理情報を記憶するための前記少なくとも１つの領域の第
１の領域に隣接して置かれる、請求項１に記載の記録担体。
【請求項４】
　前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域が使用されているか否かを示す信号を
含む前記領域は、記録担体のクラスタであり、前記クラスタが、前記ディスク管理情報を
記憶するための前記領域の第１のステータスを示す場合はマークを有し、前記ディスク管
理情報を記憶するための前記領域の第２のステータスを示す場合はマークを有していない
、請求項１乃至３の何れか一項に記載の記録担体。
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【請求項５】
　前記第１のステータスは、前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域が使用され
ていることを示し、前記第２のステータスは、前記ディスク管理情報を記憶するための前
記領域が使用されていないことを示す、請求項４に記載の記録担体。
【請求項６】
　記録担体に情報を記録するための方法であり、前記記録担体が、ディスク管理情報を記
憶するための少なくとも１つの領域を有し、前記記録担体は、更に、前記ディスク管理情
報を記憶するための前記領域が使用されているか否かを示す信号を含む領域を有し、前記
信号の各信号が、前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域の１つに関係付けられ
る方法であって、
　前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域が使用されているか否かを示す信号を
含む前記領域にアクセスするステップと、
　前記ディスク管理情報を記憶するための最後に使用されている領域を前記信号から決定
するステップと、
　前記ディスク管理情報を検索するステップとを含む方法。
【請求項７】
　前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域が使用されているか否かを示す前記信
号を含む前記領域にアクセスする前記ステップが、前記記録担体の予め規定された位置に
ジャンプするステップから構成される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ディスク管理情報を検索する前記ステップが、前記ディスク管理情報を記憶するた
めの最後に使用されている領域の予め規定された位置からポインタ情報を検索するステッ
プと、その後、前記ポインタ情報を使用することによって前記ディスク管理情報を検索す
るステップとを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　記録担体に情報を記録するための記録装置であり、前記記録担体が、ディスク管理情報
を記憶するための少なくとも１つの領域を有し、前記記録担体は、更に、前記ディスク管
理情報を記憶するための前記領域が使用されているか否かを示す信号を含む領域を有し、
前記信号の各信号が、前記ディスク管理情報を記憶するための前記領域の１つに関係付け
られる記録装置であって、
　請求項６，７又は８に記載の方法を実施する記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録担体に情報を記録するための方法及び記録装置であって、特に、この記
録担体がディスク管理情報を記憶するための少なくとも１つの領域を有するライトワンス
タイプ（write-once type，追記型）のディスク状記録担体である、方法及び記録装置に
関する。本発明は、記録担体であって、特に、ディスク管理情報を記録するための少なく
とも１つの領域を有するライトワンスタイプのディスク状記録担体にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ブルーレイディスクのような光記録システムは、記録時にあらゆる種類のディ
スク管理情報の記録を残す。記録を残すことが必要であるこのようなディスク管理情報の
実例は、ディスクのトラック及びセッション構造体、ディスクの欠陥領域の位置、並びに
ディスクの記録された領域及び記録されていない領域の位置である。一般に、このディス
ク管理情報は、ディスクの使用中に何回もアップデートされる必要がある。このことは、
ランダム記録の場合、特に当てはまる。
【０００３】
　このディスク管理情報を記憶しアップデートするために、特別な領域が、一般に、ディ
スク自体において利用可能である。このような特別な領域は、一般に、ディスクのリード
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インゾーン及び／又はリードアウトゾーンにある。この特別な領域は、例えば、ディスク
の欠陥領域（及びそれらとの置き換え領域）の位置を記憶するための欠陥リストと、ディ
スクにおける、例えば、クラスタのような記録された領域及び記録されていない領域の位
置を記憶するための空間ビットマップとを有してもよい。更に、トラック及びセッション
境界が、この特別な領域に登録されてもよい。本出願では、このような特別な領域は、一
時的なディスク管理領域（ＴＤＭＡ：Temporary Disc Management Area）と称される。
【０００４】
　シングルレイヤディスク（即ち、記録されるべき情報を記憶するためのシングル情報レ
イヤを有するディスク）の場合、このＴＤＭＡ領域は、一般に、リードインゾーンにあり
、ＴＤＭＡ０と称される。デュアルレイヤディスク（即ち、レイヤＬ０及びレイヤＬ１と
称される２つの情報レイヤを有するディスク）の場合、一般に、レイヤＬ０のリードイン
ゾーンに位置する同じＴＤＭＡ０領域と、追加として、レイヤＬ１のリードアウトゾーン
のＴＤＭＡ１と称される第２のＴＤＭＡ領域とがある。ブルーレイディスクフォーマット
規格では、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１の双方が、２０４８個の物理クラスタから成る固定
サイズをもつように規定される。
【０００５】
　特に、ライトワンスディスクの場合、他のＴＤＭＡは、ディスク管理情報を記憶するた
めのより大きい記憶空間を容易にもたらすように規定されてもよい。これらの他の領域は
、何回もアップデートが必要である場合、例えば、（可能性として短い記録後に）何回も
イジェクトを行なう場合、又は、例えば、動力故障に備えて、より堅固なロバスト性のた
めにより頻繁なアップデートスキームが望まれる場合、有用であり得る。ライトワンスデ
ィスクにおいては、ＴＤＭＡは、（リライタブルディスクとは対照的に）上書きされるこ
とはできない。従って、他の記憶空間が必要とされ得る。例えば、シングルレイヤライト
ワンスディスクは、そのＴＤＭＡ０に次いで、少なくとも１つの他のＴＤＭＡ領域（図１
ではＴＤＭＡ１）を備えてもよく、デュアルレイヤライトワンスディスクは、そのＴＤＭ
Ａ０及びＴＤＭＡ１に次いで、レイヤＬ０で少なくとも１つの他のＴＤＭＡ領域及びレイ
ヤＬ１で少なくとも１つの領域を備えてもよい。図２では、これらの他のＴＤＭＡ領域は
、ＴＤＭＡ２，ＴＤＭＡ３及びＴＤＭＡ４と呼ばれる。
【０００６】
　一般に、ＴＤＭＡ領域は、ディスクが初期化される場合に割り当てられ、その場合、少
なくとも１つのＴＤＭＡ領域（ＴＤＭＡ０）がシングルレイヤディスクについて割り当て
られ、少なくとも２つのＴＤＭＡ領域（ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１）がデュアルレイヤデ
ィスクについて割り当てられる。一般に、ＴＤＭＡ領域は、シーケンシャルに使用され、
シングルレイヤディスク：ＴＤＭＡ０→ＴＤＭＡ１；
デュアルレイヤディスク：ＴＤＭＡ０→ＴＤＭＡ１→ＴＤＭＡ２→ＴＤＭＡ３→ＴＤＭＡ
４の順序で使用される。
各々のＴＤＭＡ領域は、一般に、続いて満たされている。
【０００７】
　ブルーレイディスク光記録システムにおいて、ディスクのＴＤＭＡ領域に記憶されたデ
ィスク管理情報は、変更されている部分についてのみアップデートされる。例えば、レイ
ヤＬ０（ＳＢＭ０）の空間ビットマップ（ＳＢＭ）が変更され、レイヤＬ１（ＳＢＭ１）
の空間ビットマップが変更されていない場合、レイヤＬ０のアップデートされた空間ビッ
トマップのみがＴＤＭＡに書き込まれる。一時的なディスク規定セクタ（ＴＤＤＳ）は、
ＴＤＭＡにおいて最新バージョンの種々の構造体のポインタを含む（図３参照）。この場
合、ドライブは、ディスクのＴＤＤＳにアクセスし、ポインタを読み取り、続いて、図３
に示されるＳＢＭ０及びＳＢＭ１のような関連の最新の構造体にアクセスすることによっ
て、最新ステータスを見つけることができる。このために、ＴＤＭＡの最後に書き込まれ
たクラスタは、種々の構造体への最新のポインタを含んでいる特定の位置（図３に示され
るクラスタＺのデータフレーム３１）において最新ＴＤＤＳを含む。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ディスクがドライブに挿入される場合、ドライブは、可能な限り迅速に使用されている
ＴＤＭＡを見つける必要がある。しかしながら、これにはかなりの時間がかかる可能性が
ある。例えば、ディスクにおいて第１のｎ個のＴＤＭＡ領域が既に満たされており、ＴＤ
ＭＡ（ｎ＋１）が使用されているＴＤＭＡ領域である場合、ドライブは、ＴＤＭＡ（ｎ＋
１）に到達する前に、前のｎ個のＴＤＭＡ領域全てをスキャンしなければならない。更に
、ＴＤＭＡ領域のシーケンスのこのスキャニングは、ＴＤＭＡ領域のシーケンスの一部が
損なわれている場合、非常に長い時間がかかる可能性があり、ドライブは、次のクラスタ
へ進む前に複数回の再試行を実施する。
【０００９】
　本発明の目的は、特に、ＴＤＭＡ領域の一部が損なわれている場合に、このスタートア
ップ期間を短縮することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的は、以下に説明される方法及び記録装置を提供することによって、更に、本発
明による方法及び記録装置に使用される記録担体を提供することによって達成される。
【００１１】
　シングルレイヤディスク及びデュアルレイヤディスクは、両方とも、少なくとも１つの
ＴＤＭＡ領域、即ち、第１のＴＤＭＡ領域、ＴＤＭＡ０を有する。本発明の第１の実施態
様によれば、この第１のＴＤＭＡ領域、ＴＤＭＡ０は、第１のＴＤＭＡ領域自体及び（Ｔ
ＤＭＡ領域のシーケンスにおける）後続のＴＤＭＡ領域が使用されているか否かを示す信
号を有する。本発明の第２の実施態様によれば、この第１のＴＤＭＡ領域、ＴＤＭＡ０は
、（検出領域と称される）領域がその後に続き、この検出領域は、第１のＴＤＭＡ領域及
び（ＴＤＭＡ領域のシーケンスにおける）後続のＴＤＭＡ領域が使用されているか否かを
示す信号を有する。これらの信号からの情報を検索することによって、ドライブは、最も
最新のディスク管理情報を保持する最後に使用されたＴＤＭＡ領域に直接ジャンプするこ
とができる。この場合、第１のＴＤＭＡ領域（即ち、ＴＤＭＡ０）又は検出領域からの情
報のみが検索される必要があり、最も最新のディスク管理情報を保持するＴＤＭＡ領域と
この第１のＴＤＭＡ領域との間にある全てのＴＤＭＡ領域は、スキップされることができ
る。
【００１２】
　好ましい実施形態において、信号は、高周波（ＨＦ）マークの存在又は欠如の形式であ
る。使用される指標は、ディスクで使用されている対応するＴＤＭＡ領域に対する高周波
（ＨＦ）の存在である。ここで、第１のＴＤＭＡ領域自体のデータコンテントは、検出に
関連しない。
【００１３】
　本発明の特徴及び利点は、添付の図面に示される本発明の実施形態の以下のより具体的
な説明から明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、例証によって、シングルレイヤライトワンスディスクを示す。このディスクは
、そのＴＤＭＡ０に次いで、外側スペア領域０（ＯＳＡ０）の外の方に置かれる他のＴＤ
ＭＡ１領域を備える。図２は、例証によって、デュアルレイヤライトワンスディスクを示
し、このディスクは、そのＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１に次いで、レイヤＬ０に１つの他の
ＴＤＭＡ領域及びレイヤＬ１に２つの他のＴＤＭＡ領域を備える。これらの他のＴＤＭＡ
領域は、ＴＤＭＡ２、ＴＤＭＡ３及びＴＤＭＡ４と呼ばれ、それぞれ、外側スペア領域Ｏ
ＳＡ０、外側スペア領域ＯＳＡ１及び内側スペア領域ＩＳＡ１に置かれる。
【００１５】
　これらのシングルレイヤ及びデュアルレイヤディスクにおいては、少なくとも１つのＴ
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ＤＭＡ領域、即ち、ＴＤＭＡ０が利用可能である。本発明のある実施形態では、少なくと
も１つのＴＤＭＡ領域（ＴＤＭＡ０）の予め規定された数のクラスタが、満たされたＴＤ
ＭＡを示すために確保される。この予め規定された数は、ＴＤＭＡ領域の数に対応する。
代替の実施形態では、少なくとも１つのＴＤＭＡ領域（ＴＤＭＡ０）の後には、満たされ
たＴＤＭＡを示すために確保されたクラスタの予め規定された数から構成される検出領域
が続く（図４参照）。
【００１６】
　図４は、（図２に示されるものと同じ）デュアルレイヤディスクの情報レイヤＬ０の一
部を示し、ここでは、１０４８個のクラスタから成るＴＤＭＡ０の後に、４つのクラスタ
から成る検出領域が続く。使用される指標は、４つの後続のＴＤＭＡ領域（図２のＴＤＭ
Ａ１乃至ＴＤＭＡ４）で表わされる各クラスタに対する高周波（ＨＦ）インジケータの存
在である。検出領域のクラスタにおける高周波（ＨＦ）の存在は、ディスクで対応するＴ
ＤＭＡ領域（１，２，３又は４）が使用されていることを示す。検出領域自体のクラスタ
のデータコンテントは、検出に対して関連していない。図４に示される実施例において、
ＴＤＭＡ２は、ＴＤＭＡアップデートのためにドライブによって現在使用されているＴＤ
ＭＡ領域であり、ＴＤＭＡ０及びＴＤＭＡ１は、フルであるか、又は何らかの他の理由の
ためにこれ以上使用されることはできない。
【００１７】
　クラスタにおける高周波（ＨＦ）の存在は、そのクラスタにマークのパターンを書き込
むことによって得られてもよい。マークのパターンは、例えば、ランダム情報を表わして
もよい。なぜならば、クラスタの情報コンテントは、検出に対して関連していないからで
ある。ここで、上記クラスタに書き込まれるマークをもつ当該クラスタは高周波（ＨＦ）
信号を現在もち、上記クラスタに書き込まれるマークをもたないクラスタは高周波（ＨＦ
）信号を現在もっていない。
【００１８】
　検出領域における４つのクラスタの何れも書き込まれていない場合、即ち、上記クラス
タの何れも高周波（ＨＦ）インジケータをもっていない場合、ＴＤＭＡ０が使用されてい
る。代替の実施形態では、ＴＤＭＡ０領域が使用されているか否かを示すために他のクラ
スタが追加される。図２に示されるデュアルレイヤディスクに関する上記の実施例におい
て、検出領域は、ＴＤＭＡ領域に関係付けられる５つのクラスタ（０，１，２，３又は４
）から構成されるであろう。
【００１９】
　本発明によるドライブは、検出領域にジャンプし、高周波（ＨＦ）インジケータの存在
又は欠如をチェックし、その後、示されたＴＤＭＡのみをスキャンすることによって、使
用されているＴＤＭＡ領域を迅速に検出することができる。一実施形態では、当該ＴＤＭ
Ａ領域の最後に書き込まれたクラスタのみが、全てのディスク管理情報にアクセスするこ
とができるように読み出されなければならない。なぜならば、この最後に書き込まれたク
ラスタは、一時的なディスク規定セクタ（ＴＤＤＳ）を含むからである。
【００２０】
　他の実施形態では、ドライブが、検出領域に直接ジャンプすることができる。なぜなら
ば、この検出領域は、ディスクに固定アドレスをもつからである。
【００２１】
　高周波（ＨＦ）指標が使用される実施形態は、非常にロバストな検出機構をもたらすこ
とに留意されたい。この理由は、正確なデータコンテントを読み取る必要がなく、高周波
（ＨＦ）の存在又は欠如のみが関連するからである。この実施形態は、媒体に対するスク
ラッチ、汚れ及び他の損傷に容易に耐えられる。このことは、クラスタが、めったに完全
には損なわれないディスクの（内径において）約半分の回転を必要とする場合には特にそ
うである。
【００２２】
　更に、本発明は、シングルレイヤ及びデュアルレイヤディスクだけに制限されるもので
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はなく、同様に、記録されるべき情報を記憶するための任意の数の情報レイヤを有するデ
ィスクにおいても有利に使用され得ることにも留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】シングルレイヤディスクにおけるＴＤＭＡ領域の位置の一実施例を示す図である
。
【図２】デュアルレイヤディスクにおけるＴＤＭＡ領域の位置の一実施例を示す図である
。
【図３】最後のクラスタのＴＤＤＳを示すＴＤＭＡに書き込まれた情報クラスタの一実施
例を示す図である。
【図４】ＴＤＭＡ２まで使用されている状態の検出領域の一実施例を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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