
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の部分領域に 分割された記録領域と、
　前記複数の部分領域の状態を少なくとも前記部分領域別に管理するための管理情報と、
前記複数の部分領域の夫々に対する前記管理情報の信頼性を示す信頼性情報と、を記録す
るための情報領域と
　を備えたことを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　前記情報領域は、前記記録領域のリードインエリア内に配置されていることを特徴とす
る請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記管理情報は、前記複数の部分領域を更に分割した小領域別にデータが記録済みであ
るか否かを示す情報からなることを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記管理情報及び前記信頼性情報は、前記部分領域別のテーブル形式で記述されている
ことを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項５】
　請求項１に記載の情報記録媒体にデータを記録するための情報記録装置であって、
　前記管理情報を前記情報領域から読み出す読出手段と、
　前記複数の部分領域のうち前記読出手段により読み出された管理情報により管理される
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部分領域の少なくとも一つを、データ記録用領域として決定する決定手段と、
　前記決定されたデータ記録用領域を管理する管理情報に対応する信頼性情報を、暫定的
に信頼性がない旨に更新する第１更新手段と、
　前記決定されたデータ記録用領域に前記データを記録する記録手段と、
　前記データの記録完了後、前記管理情報を更新すると共に、当該更新された管理情報に
対応する前記信頼性情報を信頼性がある旨に確定的に更新する第２更新手段と
　を備えたことを特徴とする情報記録装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の情報記録媒体にデータを記録するための情報記録方法であって、
　前記管理情報を前記情報領域から読み出す読出工程と、
　前記複数の部分領域のうち前記読出工程により読み出された管理情報により管理される
部分領域の少なくとも一つを、データ記録用領域として決定する決定工程と、
　前記決定されたデータ記録用領域を管理する管理情報に対応する信頼性情報を、暫定的
に信頼性がない旨に更新する第１更新工程と、
　前記決定されたデータ記録用領域に前記データを記録する記録工程と、
　前記データの記録完了後、前記管理情報を更新すると共に、当該更新された管理情報に
対応する前記信頼性情報を信頼性がある旨に確定的に更新する第２更新工程と
　を備えたことを特徴とする情報記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスクやハードディスク等の情報記録媒体、並びにこのような情報記録媒
体にデータを記録するための情報記録装置及び方法の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
光ディスク等の記録媒体に、記録領域におけるデータの記録状態、即ち、記録済みである
か否かを示した管理情報を記録する技術が知られている。
【０００３】
また、前述の管理情報が、例えば、電源の遮断等の原因により、記録媒体へ記録されなか
った場合でも、管理情報の更新の有無を検知し、管理情報と実際の記録状態との不整合を
防止し、信頼性を向上させる技術が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平７－４４４３１号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した技術によれば、管理情報の更新の有無を検知することで、記録領
域全体についての管理情報が最新の情報に更新されたか否かしか判別することができない
。即ち、どの物理又は論理アドレスで指定される物理又は論理ブロックの管理情報が、更
新されないため実際の記録状態と整合性がなく一対一に対応していないかを判別すること
ができない。このため、例えば、電源の遮断等の原因により、情報記録媒体上に管理情報
が記録されなかった、即ち情報記録媒体上の管理情報が更新されなかった場合、これを更
新するためには、例えば記録領域の全体を検証或いはスキャンする必要性が生じる場合も
あり非常に時間がかかりかねないという問題点がある。
【０００６】
本発明は、例えば上述の問題点に鑑みなされたものであり、例えば仮に情報記録媒体上に
記録された管理情報に信頼性がないと判定された場合であっても、これを最新の管理情報
に更新する時間を大幅に短縮することを可能ならしめる情報記録媒体、情報記録装置及び
方法を提供することを課題とする。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１記載の情報記録媒体は上記課題を解決するために、複数の部分領域に分
割された記録領域と、前記複数の部分領域の状態を少なくとも前記部分領域別に管理する
ための管理情報と前記複数の部分領域の夫々に対する前記管理情報の信頼性を示す信頼性
情報とを記録するための情報領域と、を備える。
【０００８】
本発明の請求項６記載の情報記録装置は上記課題を解決するために、請求項１に記載の情
報記録媒体にデータを記録するための情報記録装置であって、前記管理情報を前記情報領
域から読み出す読出手段と、前記複数の部分領域のうち前記読出手段により読み出された
管理情報により管理される部分領域の少なくとも一つを、データ記録用領域として決定す
る決定手段と、前記決定されたデータ記録用領域を管理する管理情報に対応する信頼性情
報を、暫定的に信頼性がない旨に更新する第１更新手段と、前記決定されたデータ記録用
領域に前記データを記録する記録手段と、前記データの記録完了後、前記管理情報を更新
すると共に、当該更新された管理情報に対応する前記信頼性情報を信頼性がある旨に確定
的に更新する第２更新手段とを備える。
【０００９】
本発明の請求項７記載の情報記録方法は上記課題を解決するために、請求項１に記載の情
報記録媒体にデータを記録するための情報記録方法であって、前記管理情報を前記情報領
域から読み出す読出工程と、前記複数の部分領域のうち前記読出工程により読み出された
管理情報により管理される部分領域の少なくとも一つを、データ記録用領域として決定す
る決定工程と、前記決定されたデータ記録用領域を管理する管理情報に対応する信頼性情
報を、暫定的に信頼性がない旨に更新する第１更新工程と、前記決定されたデータ記録用
領域に前記データを記録する記録工程と、前記データの記録完了後、前記管理情報を更新
すると共に、当該更新された管理情報に対応する前記信頼性情報を信頼性がある旨に確定
的に更新する第２更新工程とを備える。
【００１０】
本発明の作用及び利得は次に説明する実施の形態から明らかにされる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法について順に説明す
る。
【００１２】
（情報記録媒体の実施形態）
本発明の情報記録媒体に係る実施形態は、複数の部分領域（例えば、ユーザデータエリア
等）に分割された記録領域（例えば、リードインエリア、データゾーン又はリードアウト
エリア等）と、前記複数の部分領域の状態を少なくとも前記部分領域別に管理するための
管理情報（例えば、スペースビットマップ情報又はディフェクトリスト情報等）と、前記
複数の部分領域の夫々に対する前記管理情報の信頼性を示す信頼性情報（例えば、信頼性
マップ情報等）と、を記録するための情報領域（例えば、リードインエリア、或いはその
うちの管理情報記録エリア等）とを備える。
【００１３】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態によれば、記録領域は、複数の部分領域に分割され
、これら複数の部分領域の夫々に対してデータが記録可能である。ここに、本発明に係る
「データ」とは、再生又は実行の主たる対象となるデータをいい、例えば、画像データ、
音声データ、文書データなどのコンテンツデータや、コンピュータプログラム用のデータ
などである。
【００１４】
情報領域には、管理情報が記録される。ここに、本発明に係る「管理情報」とは、上述し
たデータを適切に記録するために、複数の部分領域の夫々のデータの記録の状態を少なく
とも部分領域別に管理するための情報一般を意味する。例えば、管理情報とは、複数の部
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分領域の夫々にデータが記録済みであるか否かを示す情報や、複数の部分領域の夫々にデ
ィフェクトが在るか否かを示す情報などを含む。更に、管理情報は、情報記録媒体に対し
て記録を行う機会がある度に更新又は作成されてもよいし、一連の記録が全て完了してか
ら情報記録媒体の排出等の操作が行われる時等に更新又は作成されてもよい。また、管理
情報は、記録領域、即ち、情報領域を含めた情報記録媒体の記録領域全体についての情報
でもよいし、例えば、情報領域だけについての情報でもよい。
【００１５】
また、情報領域には、例えば複数のブロックを含んでなるエリア別など、部分領域別に管
理情報の信頼性を示す信頼性情報が記録される。信頼性情報は、例えば記録媒体の記録領
域全体が例えば１６個に分割されていれば、これらの分割された部分領域の夫々に対応す
る管理情報が、最新の情報に更新されているか否かの信頼性を示すフラグ情報を含んでな
る。更に、信頼性情報は、情報記録媒体に対して管理情報が記録される度に更新又は作成
されてもよいし、一連の記録についての管理情報の記録が全て完了してから情報記録媒体
の排出等の操作が行われる時等に更新又は作成されてもよい。
【００１６】
以上のように構成されているので、本実施形態に係る情報記録媒体に対してデータを記録
する際には、実際の記録動作に先立って読み出された管理情報に基づいて、例えば空いて
いる部分領域を特定して、ここにデータを記録できる。或いは例えばディフェクトの場所
を特定して、これを避けてデータを記録できる。そして、例えば仮に電源の遮断等の原因
により、情報記録媒体上に管理情報が記録されなかった、即ち情報記録媒体上の管理情報
が更新されなかった場合であっても、後に信頼性情報に従って信頼性の低いとされる部分
領域を特定できる。従って、この特定された部分領域について最新の管理情報に更新すれ
ばよい。即ち、記録領域の全体に対して検証或いはスキャン、即ち読み込みを行う必要は
なく、管理情報の信頼性が低いと特定された部分領域のみに対して検証或いはスキャンを
行えば足りる。従って、管理情報を更新するのに要する時間を大幅に短縮することが可能
となる。
【００１７】
例えば、本実施形態の情報記録媒体は、分割された部分領域の夫々に対応する信頼性情報
を、分割数だけ、例えば、１６個、より詳細には１６ビット（２バイト）のデータ量だけ
備えている。このように、本実施形態の情報記録媒体では、従来の技術と比較して、“分
割数”倍のデータ量の信頼性情報を必要とするが、最新の管理情報に更新されるための時
間を“１／分割数”倍、例えば“１／１６”倍に短縮することが可能である。尚、“分割
数”倍のデータ量も後述される１セクタに十分に記録可能である。
【００１８】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態の一の態様では、前記情報領域は、前記記録領域の
リードインエリア内に配置されている。
【００１９】
この態様によれば、情報領域記録された管理情報は、例えば、情報記録媒体の装着時、即
ち、マウント時に取得されることが可能となる。
【００２０】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態の他の態様では、前記管理情報は、前記複数の部分
領域を更に分割した小領域別にデータが記録済みであるか否かを示す情報からなる。
【００２１】
この態様によれば、管理情報は、情報記録媒体の記録領域の各部分領域が更に分割された
小領域において「記録済み」又は「未記録」等の記録の状態を示すフラグ情報がまとめら
れた情報を含む。より具体的には、小領域は、情報記録媒体の記録領域のセクタの論理ア
ドレス又は物理アドレス（以下適宜、これを「アドレス」と称す。）で指定される論理ブ
ロック又は物理ブロック（以下適宜、これを「ブロック」と称す。）である。これら小領
域、即ちブロックの夫々に対して「記録済み」であるか又は「未記録」であるかの記録状
態を識別することができるフラグ情報が付与される。管理情報は、これらのフラグ情報が
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まとめられた情報を含む。従って、データを記録する際には、実際の記録動作に先立って
読み出された管理情報に基づいて、例えば未記録の小領域を相対的に多く持つ部分領域が
特定され、この特定された部分領域にデータが記録可能である。
【００２２】
特にこの管理情報として、フラグ情報を用いれば、例えば情報記録媒体の装着時に読み出
された未記録の状態の小領域の分布の把握及び記録済みとなった小領域に対応するフラグ
情報の更新を容易且つ迅速に行うことができる。また、一種類のフラグ情報で済ませるこ
とにより、データ量の削減が可能である。
【００２３】
更に、管理情報の一具体例であるスペースビットマップ情報においては、「記録済み」の
小領域、即ち、ブロックには、“１”のフラグが立てられ、「未記録」の小領域、即ち、
ブロックには、“０”のフラグが立てられる。
【００２４】
但し、管理情報は、記録済みか否かを示す情報に限らず、例えば、ディフェクト個所を示
すディフェクトリストを含んでもよい。
【００２５】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態の他の態様では、前記記録領域は、記録されるデー
タの属性に応じて前記複数の部分領域に分割されている。
【００２６】
この態様によれば、記録領域は、複数の部分領域の夫々に記録されるデータの属性に応じ
て、複数の部分領域に分割されると大変有効である。ここに本発明に係る「属性」とは、
上述したデータの使用目的又は方法に応じた性質を意味する。例えば、部分領域を、後述
されるリードインエリア、スペアエリア、ユーザデータエリア並びにリードアウトエリア
等で機能的に分割してもよい。更にまた、リードインエリアの中でも、後述される管理情
報記録エリアや、ＯＰＣエリア等の境界で分割してもよい。何故ならば、これらの部分領
域において、記録されるデータは、使用又は記録される期間やタイミングが類似している
ので、管理情報の信頼性が低いとして特定される部分領域の範囲を最小限とすることが可
能である。より具体的には、これら複数の部分領域夫々に対して、信頼性情報が設定され
た場合、仮に、電源の遮断等が発生しても、空間的局所性及び時間的局所性によって、空
間的に近くのブロック等に短時間に記録される可能性が高いと言える。よって、管理情報
の信頼性が低いとして特定される部分領域の範囲を最小限とすることが可能である。但し
、属性とは無関係に、部分領域で記録できるデータ量に基づいて均等に分割してもよい。
【００２７】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態の他の態様では、前記管理情報及び前記信頼性情報
は、前記部分領域別のテーブル形式で記述されている。
【００２８】
この態様によれば、部分領域に対応する管理情報と、その部分領域の実際の記録状態とが
整合性が無く、最新の管理情報に更新されていない場合には、例えば、テーブル内のフラ
グ情報等の部分領域に対応する信頼性情報によって、最新の管理情報に更新されていない
部分領域を迅速且つ容易に特定することができる。
【００２９】
（情報記録装置及び方法の実施形態）
本発明の情報記録装置に係る実施形態は、上述した実施形態に係る情報記録媒体にデータ
を記録するための情報記録装置であって、前記管理情報を前記情報領域から読み出す読出
手段と、前記複数の部分領域のうち前記読出手段により読み出された管理情報により管理
される部分領域の少なくとも一つを、データ記録用領域として決定する決定手段と、前記
決定されたデータ記録用領域を管理する管理情報に対応する信頼性情報を、暫定的に信頼
性がない旨に更新する第１更新手段と、前記決定されたデータ記録用領域に前記データを
記録する記録手段と、前記データの記録完了後、前記管理情報を更新すると共に、当該更
新された管理情報に対応する前記信頼性情報を信頼性がある旨に確定的に更新する第２更
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新手段とを備える。
【００３０】
情報記録装置の実施形態によれば、その動作時には、例えばプロセッサ、復調器、光ピッ
クアップ等の読出手段により、実際の記録動作に先立って管理情報が情報記録媒体の情報
領域から読み出される。この際、管理情報と共に信頼性情報が読み出されてもよい。そし
て好ましくは、読み出された管理情報若しくは管理情報及び信頼性情報は、例えばプロセ
ッサ、メモリ等により記憶されてもよい。次に、プロセッサ等の決定手段により、複数の
部分領域のうち、読み出された管理情報により管理される部分領域の少なくとも一つ（例
えば、未記録のブロック、ディフェクトのない未記録のブロック等）が、データ記録用領
域として決定される。次に、例えばプロセッサ、エンコーダ、光ピックアップ等の第１更
新手段により、このデータ記録用領域に対応する信頼性情報は、暫定的に信頼性がない旨
に更新される。次に、例えばプロセッサ、エンコーダ、光ピックアップ等の記録手段によ
り、記録領域のうちデータ記録用領域に対して、実際のデータの記録が行われる。次に、
記録手段によるデータのデータ記録用領域への記録完了後に、例えばプロセッサ、エンコ
ーダ、光ピックアップ等の第２更新手段により、管理情報が更新される。これと同時に又
は相前後して、更新された管理情報に対応する信頼性情報、即ち暫定的に信頼性がない旨
に更新されていた一の部分領域に係る信頼性情報が、確定的に信頼性がある旨に更新され
る。
【００３１】
尚、記録手段が情報記録媒体に対して記録を行う度に、第２更新手段は、適当なタイミン
グで、即ち、記録を行う度に分割して又は一連の記録完了後に一括して、管理情報を更新
してもよい。
【００３２】
従って情報記録装置の実施形態によれば、例えば仮に電源の遮断等の原因により、処理時
に情報記録媒体上の管理情報が更新されなかった場合であっても、後に信頼性情報に従っ
て信頼性の低いとされる部分領域を特定できるので、管理情報を更新するのに要する時間
を大幅に短縮することが可能となる。
【００３３】
本発明の情報記録方法に係る実施形態は、上述した実施形態に係る情報記録媒体にデータ
を記録するための情報記録方法であって、前記管理情報を前記情報領域から読み出す読出
工程と、前記複数の部分領域のうち前記読出工程により読み出された管理情報により管理
される部分領域の少なくとも一つを、データ記録用領域として決定する決定工程と、前記
決定されたデータ記録用領域を管理する管理情報に対応する信頼性情報を、暫定的に信頼
性がない旨に更新する第１更新工程と、前記決定されたデータ記録用領域に前記データを
記録する記録工程と、前記データの記録完了後、前記管理情報を更新すると共に、当該更
新された管理情報に対応する前記信頼性情報を信頼性がある旨に確定的に更新する第２更
新工程とを備える。
【００３４】
情報記録方法の実施形態によれば、情報記録装置の実施形態の場合と同様に、例えば仮に
電源の遮断等の原因により、処理時に情報記録媒体上の管理情報が更新されなかった場合
であっても、後に信頼性情報に従って信頼性の低いとされる部分領域を特定できるので、
管理情報を更新するのに要する時間を大幅に短縮することが可能となる。
【００３５】
本実施形態のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
【００３６】
以上説明したように、本発明の情報記録媒体に係る実施形態によれば、記録領域は複数の
部分領域に分割されると共に、情報領域には、管理情報及び管理情報の信頼性を示す信頼
性情報が記録されているので、例えば仮に電源の遮断等の原因により、処理時に情報記録
媒体上に管理情報が記録されなかった場合であっても、管理情報を更新するのに要する時
間を大幅に短縮することが可能となる。本発明の情報記録装置若しくは方法に係る実施形
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態によれば、読出手段又は読出工程、決定手段又は決定工程、記録手段又は記録工程、若
しくは各種更新手段又は各種更新工程などを備えるので、例えば仮に電源の遮断等の原因
により、情報記録媒体上に管理情報が記録されなかった場合であっても、管理情報を更新
するのに要する時間を大幅に短縮することが可能となる。
【００３７】
【実施例】
（情報記録媒体）
以下、本発明の情報記録媒体の実施例について図１から図４を参照して説明する。
【００３８】
先ず図１を参照して、本実施例の光ディスクの基本構造について説明する。尚、本実施例
の光ディスクの一例は書き換え可能型光ディスクである。但し、光ディスクは、追記型光
ディスクであってもよい。ここに図１は、本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディ
スクの基本構造を示し、上側部分は複数の記録領域を有する光ディスクの概略平面図であ
り、これに対応付けられる下側部分は、その径方向における記録領域構造の図式的概念図
である。本発明に係る「記録領域」は、本発明に係る「情報領域」を含む。
【００３９】
図１に示すように、光ディスク１００は、例えば、書き換え可能とされており、ＤＶＤと
同じく直径１２ｃｍ程度のディスク本体上の記録面に、センターホール１を中心として内
周側から外周側に向けて、本発明に係る「複数の部分領域に分割された記録領域」を備え
、かかる記録領域はリードインエリア１０１、データゾーン１０２及びリードアウトエリ
ア１０３からなる。リードインエリア１０１は、本発明にかかる「情報領域」を含む。そ
して、各記録領域には、例えば、センターホール１を中心にスパイラル状或いは同心円状
に、例えば、グルーブトラック及びランドトラック等のトラック１０が交互に設けられて
おり、このグルーブトラックはウオブリングされてもよいし、これらのうち一方又は両方
のトラックにプレピットが形成されていてもよい。トラック１０上には、データがセクタ
１１という単位で分割されて記録される。尚、本発明は、このような三つの記録領域を有
する光ディスク１００には特に限定されない。
【００４０】
次に、図２を参照して、本発明の実施例の光ディスクの記録領域の構造並びにその光ディ
スクに記録された情報及びデータについて説明する。ここに、図２は、本発明の情報記録
媒体の一実施例である光ディスクの記録領域の構造図である。尚、図２中の左側が光ディ
スク１００の内周側であり、図２中の右側が光ディスク１００の外周側である。尚、図２
では、光ディスクの記録領域が分割され、例えば１６分割されている。本発明に係る「部
分領域」の一例が、例えば、“ＬＩ－２”、“ＬＩ－３”又は“ＬＩ－４”等の１６分割
された記録領域、即ち「エリア」から構成されている。
【００４１】
図２に示すように、光ディスク１００の記録領域には、その内周側にリードインエリア１
０１が存在し、リードインエリア１０１の外周側にデータゾーン１０２が存在し、データ
ゾーン１０２の外周側にリードアウトエリア１０３が存在する。
【００４２】
リードインエリア１０１及びリードアウトエリア１０３には、データの記録再生を制御又
は管理するための各種情報が記録される。制御情報は、データゾーン１０２への記録及び
読取を制御する情報であり、例えば、情報記録媒体の属性や種類などを示す情報、データ
のアドレス管理をするための情報、例えばディスクドライブ等の情報記録再生装置の記録
動作及び読取動作を制御するための情報などである。
【００４３】
リードインエリア１０１内の内周側及び外周側には、制御情報記録エリアＬＩ－１及びＬ
Ｉ－４が設けられている。尚、制御情報記録エリアＬＩ－１及びＬＩ－４は、データゾー
ン１０２への記録及び読取を制御する制御情報を記録するための領域である。
【００４４】
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更に、リードインエリア１０１内の中央部には、本発明に係る「情報領域」の一例を構成
する管理情報記録エリアＬＩ－２及びＯＰＣエリアＬＩ－３が設けられている。ここに、
ＯＰＣ（ Optimized Power Control）とは、情報記録媒体への記録データの書き込み時に
、最適なパワーのレーザー出力を行うための機能である。管理情報記録エリアＬＩ－２に
は、例えば、後述するようにスペースビットマップ情報、信頼性マップ情報等が記録され
る（図３参照）。リードアウトエリア１０３内には、制御情報記録エリアＬＯ－１及びＬ
Ｏ－２が設けられている。
【００４５】
データゾーン１０２には、前述したデータ或いはユーザデータが記録される。データゾー
ン１０２内には、複数のユーザデータエリアＵＤ－１～ＵＤ－８が設けられ、その内周側
と外周側に、それぞれスペアエリアＳＡ－１及びＳＡ－２が設けられている。ユーザデー
タエリアＵＤ－１～ＵＤ－８はデータを記録するための主たる領域である。スペアエリア
ＳＡ－１及びＳＡ－２は、ユーザデータエリアＵＤ－１～ＵＤ－８内のディフェクトから
データを退避させるための代替記録領域である。ここに、ディフェクトとは、記録媒体上
に存在する傷又は塵埃、若しくは記録媒体の劣化等により正確に再生可能な程度に記録で
きない領域或いは個所である。すなわち、ユーザデータエリアＵＤ－１～ＵＤ－８にディ
フェクトが存在するときに、そのディフェクトが存在する場所に記録すべきであったデー
タ又はその場所に記録されていたデータは、スペアエリアＳＡ－１又はＳＡ－２に代替的
に記録され、その後の再生に供される。
【００４６】
以上説明した、情報記録媒体に記録される制御情報及び管理情報とデータとはそれらの内
容に応じて常に明確に区別できるものではない。しかし、制御情報及び管理情報は主とし
て例えばディスクドライブ等の情報記録再生装置の動作制御に直接的に用いられる情報で
あるのに対し、データは情報記録再生装置では主として単なる記録又は読取の対象となる
だけのデータであり、主として例えばバックエンド又はホストコンピュータのデータ再生
処理ないしプログラム実行処理において用いられるデータである。このような性質の違い
等に応じて、データはデータゾーン１０２に記録され、制御情報及び管理情報は、リード
インエリア１０１内の制御情報記録エリアＬＩ－１又はＬＩ－４、管理情報記録エリアＬ
Ｉ－２、ＯＰＣエリアＬＩ－３、並びにリードインエリア１０３内の制御情報記録エリア
ＬＯ－１及びＬＯ－２に記録される。
【００４７】
次に、図３を参照して、本実施例の光ディスクの記録領域の構造並びにその光ディスクに
記録済みの記録領域及びアドレスの一具体例について説明する。ここに、図３は、本発明
の情報記録媒体の一実施例である光ディスクにおいて記録済みの情報を付加した記録領域
の分割構造図である。尚、光ディスクの記録領域の構造については、前述した図２の説明
と同様である。
【００４８】
図３に示した、管理情報記録エリアＬＩ－２には、本発明に係る「管理情報」の一例を構
成するスペースビットマップ情報１２０が記録される。
【００４９】
ここに、スペースビットマップ情報１２０は、各ブロックについて「記録済み」又は「未
記録」等の記録状態を示すフラグ情報を、光ディスク１００の全体についてまとめた情報
である。具体的には、スペースビットマップ情報１２０は、情報記録媒体の記録領域のセ
クタのアドレスで指定されるブロックの夫々に対して「記録済み」であるか又は「未記録
」であるかの記録状態を識別することができるフラグ情報を、光ディスク１００の全体（
全ブロック）についてまとめた情報である。特に、スペースビットマップ情報１２０は、
光ディスク１００に対してデータを記録する情報記録装置によって、実際の記録動作に先
立って先ず読み出された後に、情報記録装置に内蔵されたメモリ内で、情報記録媒体に対
して記録を行う機会がある度に更新又は作成される。更にその後、しかるべきタイミング
、例えば記録が終了するたびに、又は、ＥＪＥＣＴ等の操作が行われる時等に一括して、
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このように更新又は作成された最新のスペースマップ情報が、管理情報記録アリアＬＩ－
２内に書き込まれることになる。これにより、正常終了している限りは、有効なスペース
ビットマップ情報１２０が、光ディスク１００上に書き込まれていることになる。尚、本
実施例では、「記録済み」の記録領域に対しては、スペースビットマップ情報１２０中に
、“１”のフラグ情報が立てられ、「未記録」の記録領域に対しては、スペースビットマ
ップ情報１２０中に、“０”のフラグ情報が立てられる。
【００５０】
図３に示すように、本実施例の一具体例では、アドレスは１６進数で表現され、例えば、
アドレスが、「２００００～９ＦＦＦＦ」、「Ｆ００００～１７ＦＦＦＦ」、「１Ｃ００
００～１ＣＦＦＦＦ」、「２６００００～２ＢＦＦＦＦ」、「３Ｆ００００～３ＦＦＦＦ
Ｆ」及び「４８００００～５１ＦＦＦＦ」で指定されるブロック（即ち、図３中で灰色に
塗潰した領域）は、記録済みの記録領域である。他方、上記アドレスで指定されなかった
ブロックは、未記録の記録領域である。また、より詳細には、４．７ギガバイトの記録容
量を有するＤＶＤ－ＲＷは、１セクタが２０４８バイト、１つのブロックが１６セクタ（
約３２．８キロバイト）である。よって、このブロックの単位で記録されたスペースビッ
トマップ情報１２０のデータ量は、４．７ギガバイト／（２０４８×１６）バイト／８＝
約１７．９キロバイトとなり、１つのブロックに十分に入りきる程度のデータ量である。
尚、スペースビットマップ情報１２０は、光ディスク１００の記録領域全体についての情
報ではなく、例えば、ユーザデータエリアＵＤ又はリードインエリア１０１だけについて
の情報でもよい。
【００５１】
また、管理情報記録エリアＬＩ－２には、本発明に係る「信頼性情報」の一例を構成する
信頼性マップ情報１３０が記録される。ここに、信頼性マップ情報１３０とは、記録媒体
の記録領域全体が、例えば１６個に分割され、この分割された部分領域、即ちエリアの夫
々に対応するスペースビットマップ情報１２０が最新の情報に更新されているか否かの信
頼性を示すフラグ情報が光ディスク１００の全体（全エリア）についてまとめられた情報
である。具体的には、エリアに対応するスペースビットマップ情報１２０が、そのエリア
の実際の記録状態と整合性が無く、最新の情報に更新されていない場合には、信頼性フラ
グ１３１には、“１”のフラグ情報が立てられる。他方、そのエリアの実際の記録状態と
整合性がとれ、最新の情報に更新されている場合には、“０”のフラグ情報が立てられる
。信頼性マップ情報１３０は、この信頼性フラグ１３１が光ディスク１００の全体につい
てまとめられた情報である。より詳細には、本実施例では、信頼性マップ情報は、１６個
のエリア夫々に対応したフラグ情報がまとめられているので１６ビット（２バイト）のデ
ータ量を有する。最新のスペースビットマップ情報が管理情報記録エリアＬＩ－２内に書
き込まれれば、係るスペースビットマップ情報が有効である旨の信頼性マップ情報１３０
が、制御情報記録領域ＬＩ－２に書き込まれることになる。本実施例では特に、次に説明
するように、信頼性マップ情報１３０には、複数のブロックからなるエリア単位でこのよ
うな信頼性フラグが立てられる。
【００５２】
次に、図４を参照して、記録領域全体のブロック単位における先頭及び後尾セクタのアド
レス、スペースビットマップ情報１２０、分割された部分領域、即ちエリアの名前並びに
このエリアに対する信頼性フラグ１３１の一具体例について説明する。ここに、図４は、
本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスク１００においてアドレス、スペースビ
ットマップ情報１２０及び信頼性フラグ１３１の一具体例を示したデータテーブルの構成
図である。
【００５３】
図４に示すように、前回記録時の処理によって、書き換え型光ディスク等の情報記録媒体
の記録領域のアドレスで指定されるブロックの全てに対して、「記録済み」のブロックに
は、スペースビットマップ情報１２０のフィールドに“１”のフラグ情報が立てられ、「
未記録」のブロックには、“０”のフラグ情報が立てられる。エリア名のフィールドには
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、１６個に分割された部分領域、即ちエリアの夫々の名前が記載されている。その後、今
回の記録の際に、先ずこのようなデータテーブルが情報記録再生装置に取り込まれる。そ
して、今回の記録によって、例えば、記録領域のアドレスが“１０００００”から“１０
ＦＦＦＦ”までのブロックに対してデータが正常に記録されたにも関わらず、光ディスク
１００上の管理情報記録エリアＬＩ－２に記録されている管理情報や信頼性情報が更新さ
れていないタイミングで、情報記録再生装置の本体の電源が遮断された場合、光ディスク
１００上ではこのブロックに対応するスペースビットマップ情報１２０が更新されない。
即ち、光ディスク１００上におけるデータの記録が実際に終了しているにも拘わらず、光
ディスク１００上における、記録されたデータのブロックに対応するスペースビットマッ
プ情報１２０は「未記録」を示す“０”のフラグ情報の状態のままで、最新の情報に更新
されていない（図４のアドレスが“１０００００”から“１０ＦＦＦＦ”における済フラ
グ１２１のフィールドにおける“×”マーク参照）。この場合には、同じく光ディスク１
００上では、エリアＬＩ－３に対応する信頼性フラグ１３１のフィールドだけに、データ
記録に先立って実行される暫定的な更新処理により“１”のフラグ情報が立てられたまま
であるので、このようにスペースビットマップ情報が最新情報に更新されていない事実を
認識することができる。他方、例えば、アドレスが“２００００”から“６ＦＦＦＦ”ま
でのブロックに対してデータが正常に記録され、スペースビットマップ情報１２０も正常
に更新された場合、スペースビットマップ情報１２０のフィールドにおいて、「記録済み
」を示す“１”のフラグ情報が立てられ、最新の情報に更新されている。この場合には、
これらのブロックを含むエリア“ＬＩ－１”に対応する信頼性フラグ１３１のフィールド
には、“０”のフラグ情報が立てられる、即ち、“０”のフラグ情報にリセットされる。
【００５４】
以上のように、本実施例の構成が、後述する比較例と異なる点の一つは、例えば仮に電源
の遮断等の原因により、情報記録媒体上にスペースビットマップ情報１２０が記録されな
かった場合であっても、後にスペースビットマップ情報１２０の信頼性を示す信頼性フラ
グ１３１に従って信頼性の低いとされるエリアを特定できるので、スペースビットマップ
情報１２０を更新するのに要する時間を大幅に短縮することが可能となる点にある。
【００５５】
具体的には、前述のように、あるエリアに対してデータが正常に記録されたにも関わらず
、情報記録再生装置の本体の電源が遮断された場合、あるエリアに対応するスペースビッ
トマップ情報１２０が最新の情報に更新されていない場合がある。この場合には、信頼性
フラグ１３１のフィールドに、“１”のフラグ情報が立てられ信頼性の低いとされるエリ
ア“ＬＩ－３”を特定できるので、この特定されたエリアについて最新のスペースビット
マップ情報１２０に更新すればよい。即ち、記録領域全体に対して検証或いはスキャンを
行う必要はなく、スペースビットマップ情報１２０の信頼性が低いと特定されたエリア“
ＬＩ－３”のみに対して検証或いはスキャンを行えば足りる。従って、スペースビットマ
ップ情報１２０を更新するのに要する時間を大幅に短縮することが可能となる。
【００５６】
より詳細には、本実施例は、エリアに分割され、このエリアの夫々に対応する信頼性フラ
グ１３１を、分割数だけ、例えば、１６ビット（２バイト）分のデータ量だけ備えている
。他方、後述する比較例は、記録領域全体のスペースビットマップ情報１２０が最新の情
報を示しているかどうかの信頼性を示す情報として、信頼性フラグ１３２を、１個、即ち
１ビット分のデータ量だけ備えている。このように、本実施例では、後述する比較例に対
して、“分割数”倍のデータ量の管理情報信頼性フラグを必要とするが、最新のスペース
ビットマップ情報１２０に更新されるための時間を“１／分割数”倍、例えば“１／１６
”倍に短縮することが可能である。尚、“分割数”倍のデータ量も前述した１セクタに十
分に記録可能である。
【００５７】
特に、また、本実施例において、記録領域全体をエリアに分割するに際して、このエリア
の使用方法に応じた境界で分割すると大変有効である。例えば、リードインエリア１０１
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、スペアエリアＳＡ－１又はＳＡ－２、ユーザデータエリアＵＤ並びにリードアウトエリ
ア１０３で分割してもよい。更にまた、リードインエリア１０１の中でも、管理情報記録
エリアＬＩ－２や、ＯＰＣエリアＬＩ－３等の境界で分割してもよい。何故ならば、これ
らのエリアは、使用又は記録される時期やタイミングが類似している。よって、これらの
エリア夫々に対して、信頼性フラグ１３１が設定された場合、仮に、電源の遮断等が発生
しても、空間的局所性及び時間的局所性によって、空間的に近くのブロック等に短時間に
記録される可能性が高いので、スペースビットマップ情報１２０の信頼性が低いとして特
定されるエリアの範囲を最小限とすることが可能であり、スキャンする時間及び最新のス
ペースビットマップ情報１２０に更新する時間の更なる短縮化、効率化を実現することが
可能である。
【００５８】
次に、図５及び図６を参照して、本実施例の作用効果について検討を加える。ここに、図
５は、比較例である光ディスクにおいて記録済みの情報を付加した記録領域の構造図であ
り、図６は、そのデータテーブル構成図である。尚、光ディスクの記録領域の構造につい
ては、前述した図２及び図３の説明と同様である。
【００５９】
図５に示した、管理情報記録エリアＬＩ－２には、前述のように、本発明に係る「管理情
報」の一例を構成するスペースビットマップ情報１２０が記録される。
【００６０】
また、管理情報記録エリアＬＩ－２には、比較例に係る管理情報の信頼性を示す信頼性情
報の一例を構成する信頼性フラグ１３２が記録される。
【００６１】
この比較例では、本実施例のように信頼性フラグを設ける単位として記録領域は分割され
ない。そして、記録領域全体のスペースビットマップ情報１２０が正常に更新されたかど
うかを示す情報として、信頼性フラグ１３２を１個だけ備えている。具体的には、光ディ
スク１００が、後述する情報記録再生装置に挿入された時に、信頼性フラグ１３２には“
１”のフラグ情報が立てられ、最新のスペースビットマップ情報１２０に正常に更新され
た場合には、光ディスク１００が排出される時に“０”のフラグ情報にリセットされる。
他方、データが正常に光ディスク１００に記録されたにも関わらず、後述される情報記録
再生装置の本体の電源が遮断され、このブロックに対応する最新のスペースビットマップ
情報１２０に更新されていない場合には、信頼性フラグ１３２のフィールドに、“１”の
フラグ情報が立てられたままである。このように信頼性フラグ１３２によって、いずれか
のブロックに対応するスペースビットマップ情報１２０に信頼性がないと判定された場合
でも、このスペースビットマップ情報１２０を正常に更新するためには、例えば記録領域
の全体を検証或いはスキャンする必要性が生じる。
【００６２】
これに対して図１から図５を参照して説明した本実施例の光ディスク１００によれば、仮
にスペースビットマップ情報１２０が更新されなかったとしても、信頼性フラグ１３１を
参照することで、スペースビットマップ情報１２０を正規に更新するために検証或いはス
キャンする領域を顕著に小さくできるので、比較例と比べて各段に有利である。
【００６３】
（情報記録再生装置）
次に図７から図１３を参照して、本発明の実施例に係る情報記録再生装置３００の構成及
び動作について説明する。特に、本実施例は、本発明の情報記録装置を前述した光ディス
ク用の情報記録再生装置に適用した例である。
【００６４】
先ず、図７を参照して、本発明の実施例である情報記録再生装置３００の構成について説
明する。ここに、図７は、本発明の実施例に係る情報記録再生装置３００のブロック図で
ある。尚、情報記録再生装置３００は、光ディスク１００に記録データを記録する機能と
、光ディスク１００に記録された記録データを再生する機能とを備える。
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【００６５】
図７を参照して情報記録再生装置３００の内部構成を説明する。情報記録再生装置３００
は、プロセッサ３５４の制御下で、光ディスク１００に情報を記録すると共に、光ディス
ク１００に記録された情報を読み取る装置である。
【００６６】
情報記録再生装置３００は、光ディスク１００、スピンドルモータ３５１、光ピックアッ
プ３５２、信号記録再生手段３５３、プロセッサ（ドライブ制御手段）３５４、メモリ３
５５、データ入出力制御手段３０６、電源制御手段３０８、操作ボタン３１０、表示パネ
ル３１１、及びバス３５７により構成されている。
【００６７】
スピンドルモータ３５１は光ディスク１００を回転及び停止させるもので、光ディスクへ
のアクセス時に動作する。より詳細には、スピンドルモータ３５１は、図示しないサーボ
ユニット等によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク１００を回転及び停
止させるように構成されている。
【００６８】
光ピックアップ３５２は光ディスク１００への記録再生を行うもので、レーザー装置とレ
ンズから構成される。より詳細には、光ピックアップ３５２は、光ディスク１００に対し
てレーザービーム等の光ビームを、再生時には読み取り光として第１のパワーで照射し、
記録時には書き込み光として第２のパワーで且つ変調させながら照射する。
【００６９】
信号記録再生手段３５３は、スピンドルモータ３５１と光ピックアップ３５２を制御する
ことで光ディスク１００に対して記録再生を行う。
【００７０】
メモリ３５５は、記録再生データのバッファ領域や、信号記録再生手段３５３で使用出来
るデータに変換する時の中間バッファとして使用される領域などディスクドライブ３００
におけるデータ処理全般において使用される。
【００７１】
特に、メモリ３５５はこれらレコーダ機器としての動作を行うためのプログラムが格納さ
れるＲＯＭ領域と、映像データの圧縮伸張で用いるバッファやプログラム動作に必要な変
数が格納されるＲＡＭ領域などから構成される。特に、本実施例では、電源が遮断されて
も、メモリ３５５に格納された信頼性フラグ１３１の情報により効率的にスペースビット
マップ情報１２０を更新することができる。
【００７２】
プロセッサ（ドライブ制御手段）３５４は、信号記録再生手段３５３、メモリ３５５と、
バス３５７を介して接続され、各制御手段に指示を行うことで、情報記録再生装置３００
全体の制御を行う。通常、プロセッサ３５４が動作するためのソフトウェアは、メモリ３
５５に格納されている。
【００７３】
データ入出力制御手段３０６は、情報記録再生装置３００に対する外部からデータ入出力
を制御し、メモリ３５５上のデータバッファへの格納及び取り出しを行う。データの入出
力が映像信号である場合には、データ入力時には外部から受け取ったデータをＭＰＥＧフ
ォーマットに圧縮（エンコード）してからメモリ３５５へ出力し、データ出力時には、メ
モリ３５５から受け取ったＭＰＥＧフォーマットのデータを伸張（デコード）してから外
部へ出力する。
【００７４】
操作制御手段３０７は情報記録再生装置３００に対する動作指示受付と表示を行うもので
、記録又は再生といった操作ボタン３１０による指示をプロセッサ３５４に伝え、記録中
や再生中といった情報記録再生装置３００の動作状態を蛍光管などの表示パネル３１１に
出力する。
【００７５】
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このように、情報記録再生装置３００の一例である、家庭用機器では映像を記録再生する
レコーダ機器である。このレコーダ機器は放送受信チューナや外部接続端子からの映像信
号をディスクに記録し、テレビなど外部表示機器にディスクから再生した映像信号を出力
する機器である。メモリ３５５に格納されたプログラムをプロセッサ３５４で実行させる
ことでレコーダ機器としての動作を行っている。
【００７６】
次に、図８から図１０を参照して、図７において構成を説明した本実施例の情報記録再生
装置３００によって、信頼性マップ情報１３０に基づいて、スペースビットマップ情報１
２０が光ディスク１００上で更新される動作及び記録動作について詳細に説明する。ここ
に、図８は、本実施例における情報記録再生装置３００において信頼性マップ情報１３０
を構成する信頼性フラグ１３１に基づいて、スペースビットマップ情報１２０が光ディス
ク１００上で更新される動作を示すフローチャートである。図９は、本実施例における情
報記録再生装置３００において電源が遮断された場合の記録動作を示すフローチャートで
ある。図１０は、本実施例における情報記録再生装置３００において通常時の記録動作を
示すフローチャートである。
【００７７】
尚、それぞれの処理における動作は、基本的には、操作ボタン３１０から情報記録再生装
置３００に対するコマンドが発行されることにより指示され、光ディスク１００へのデー
タの記録及び光ディスク１００からのデータの再生は情報記録再生装置３００が実行する
。
【００７８】
先ず、図８を参照して、情報記録再生装置３００において信頼性マップ情報１３０を構成
する信頼性フラグ１３１に基づいて、スペースビットマップ情報１２０が光ディスク１０
０上で更新される動作について説明する。
【００７９】
本実施例における情報記録再生装置３００に電源が投入され、起動される（ステップＳ１
０１）。尚、ここでは、光ディスク１００は装着されていると仮定する。
【００８０】
データ記録を行うための記録領域設定の前に、プロセッサ３５４は情報記録再生装置３０
０に対してディスク装着状態であるかどうかを確認した後、ディスク記録情報読み出しコ
マンドを発行し、光ピックアップ３５２は光ディスク１００上の管理情報記録エリアＬＩ
－２から最新の信頼性マップ情報１３０の読み出しを行い、プロセッサ３５４の制御下で
、バス３５７を通じて、信頼性マップ情報１３０を、メモリ３５５のＲＡＭ領域に、信頼
性マップ情報１３０を格納する（ステップＳ１０２）。
【００８１】
スペースビットマップ情報１２０は、ステップＳ１０２ａの信頼性マップ情報１３０と同
様にして、情報記録再生装置３００のメモリ３５５のＲＡＭ領域に格納される（ステップ
Ｓ１０３）。
【００８２】
情報記録再生装置３００は、メモリ３５５に格納された信頼性マップ情報１３０の信頼性
フラグ１３１が全て“０”であるか否かの判定を行う（ステップＳ１０４）。ここで、あ
るエリアに対応する信頼性フラグ１３１に“１”が立っている場合は（ステップＳ１０４
：Ｎｏ）、このエリアに対応するスペースビットマップ情報１２０の信頼性が低いので、
このスペースビットマップ情報１２０は光ディスク１００上で最新の情報に更新される。
具体的には、信頼性フラグ１３１に“１”が立っている、幾つかのエリアにおいて、スキ
ャン、即ち読み込みが行われ、記録領域と未記録領域が判別され、光ディスク１００上の
管理情報記録エリアＬＩ－２に記録されていたスペースビットマップ情報１２０が最新の
情報に更新される（ステップＳ１０５ａ）。尚、記録領域のスキャンに際しては、更新前
のスペースビットマップ情報１２０に示された未記録領域を優先的にスキャンすると効率
的である。同時に更新した信頼性フラグ情報を、光ディスク１００上の管理情報記録エリ

10

20

30

40

50

(13) JP 3828095 B2 2006.9.27



アＬＩ－２に記録する。
【００８３】
他方、ステップＳ１０４の判定の結果、信頼性マップ情報１３０の信頼性フラグ１３１が
全て“０”である場合は（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、スペースビットマップ情報１２
０は最新の情報を示しているので、光ディスク１００上での更新は行われない。
【００８４】
次に、図９を参照して、情報記録再生装置３００においてアプリケーション動作中に電源
が遮断された場合の記録動作及び光ディスク１００上での更新動作について説明する。
【００８５】
図８で説明した信頼性マップ情報１３０及びスペースビットマップ情報１２０等の取得若
しくは取得に加えた更新以降、情報記録再生装置３００は記録開始指示、即ち書き込みコ
マンドの発行を待つ（ステップＳ２００）。
【００８６】
ここで、例えば、操作ボタン３１０で録画ボタンが押されると、プロセッサ３５４がこれ
を検知し、データ入出力制御手段３０６からのデータがメモリ３５５に格納されると、プ
ロセッサ３５４は、記録開始指示、即ち書き込みコマンドの発行があったと判断する（ス
テップＳ２００：Ｙｅｓ）。
【００８７】
他方、例えば、操作ボタン３１０で録画ボタンが押されない場合、情報記録再生装置３０
０は記録開始指示、即ち書き込みコマンドの発行を引き続き待つ（ステップＳ２００：Ｎ
ｏ）。
【００８８】
次に、プロセッサ３５４は、メモリ３５５に格納されたスペースビットマップ情報１２０
に基づいて、今から記録する、即ち書き込む記録領域の設定を行い、この記録領域のアド
レスと記録データ長を決定する。このように決定された記録領域に属するエリアに対応す
る信頼性フラグ１３１に“１”が暫定的に光ディスク１００上の管理情報記録エリアＬＩ
－２に立てられる（ステップＳ２１０ａ）。
【００８９】
次に、プロセッサ３５４の制御下で、前述のように決定された記録領域のアドレスと記録
データ長に基づいて、データ記録コマンドが発行され、データが光ディスク１００上の記
録領域へ実際に記録されていく（ステップＳ２２０－１）。コマンド完了ステータスを受
領したプロッサ３５４は、記録済みの記録領域を識別し、メモリ３５５及び光ディスク１
００上の管理情報記録エリアＬＩ－２に格納されたスペースビットマップ情報１２０の更
新を行う（ステップＳ２３０ａ）。スペースビットマップ情報１２０の更新完了後、該当
エリアに対応する信頼性フラグ１３１に“０”が確定的に光ディスク１００上の管理情報
記録エリアＬＩ－２で立てられる（ステップＳ２４０ａ）。
【００９０】
以降、ステップＳ２１０ａからステップＳ２４０ａまでの一連の記録動作が繰り返される
。尚、“ｎ”回目における光ディスク上の記録領域への実際の記録を、“ステップＳ２２
０－ｎ”とする。
【００９１】
次に、“ｎ”回目の記録動作において、エリアに対応する信頼性フラグ１３１に“１”が
暫定的に立てられ（ステップＳ２１０ａ）、“ｎ”回目における光ディスク上の記録領域
へ記録（ステップＳ２２０－ｎ）が完了される。この記録完了後、まだアプリケーション
の動作中において、電源が遮断された場合（ステップＳ９００）、“ｎ”回目における光
ディスク上の記録領域への実際の記録がメモリ３５５及び光ディスク１００の管理情報記
録エリアＬＩ－２上のスペースビットマップ情報１２０に反映されず、且つ、信頼性フラ
グ１３１に“１”が立てられたままである。よって、情報記録装置３００の再スタート後
、前述した図８のステップＳ１０２及びＳ１０３を経て、ステップＳ１０４でＮｏと判定
され、ステップＳ１０５ａにおいて、信頼性フラグ１３１に“１”が立てられたままのエ
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リアに対応するスペースビットマップ情報１２０だけが光ディスク１００上の管理情報記
録エリアＬＩ－２上で最新の情報に更新される。尚、情報記録再生装置３００の電源が遮
断される以前のスペースビットマップ情報１２０及び信頼性マップ情報１３０の正常な更
新は当然に有効となっている。
【００９２】
次に、図１０を参照して、情報記録再生装置３００の正常時の記録動作及び光ディスク１
００上での更新動作について説明する。尚、ステップＳ２００からステップＳ２２０－ｎ
までの記録動作は図９の電源が遮断された場合と同様である。
【００９３】
正常時においては、“ｎ”回目における光ディスク上の記録領域へ記録（ステップＳ２２
０－ｎ）の完了後、前述のステップＳ２３０ａの更新が行われ、前述のステップＳ２４０
ａにおいて、該当エリアの信頼性フラグ１３１に“０”が立てられる。
【００９４】
次に、情報記録再生装置３００は、操作ボタン３１０からの光ディスク１００の排出指示
、即ちＥＪＥＣＴコマンドの発行を待つ（ステップＳ３００）。この排出指示又はコマン
ドが発行された場合（ステップＳ３００：Ｙｅｓ）、光ディスク１００の管理情報記録エ
リアＬＩ－２に、メモリ３５５上で最新の情報に更新されたスペースビットマップ情報１
２０が書き換え又は追記される（ステップＳ４００）。
【００９５】
次に、同様にして信頼性マップ情報１３０が確認の意味で書き換え又は追記される（ステ
ップＳ５００）。
【００９６】
次に、情報記録再生装置３００は、ステップＳ３００の操作ボタン３１０からの光ディス
ク１００の排出指示又はコマンドの発行を受けて、実際に光ディスク１００を排出する（
ステップＳ６００）。
【００９７】
他方、ステップＳ３００の判定の結果、排出指示又はコマンドが発行されない場合（ステ
ップＳ３００：Ｎｏ）、情報記録再生装置３００は記録開始指示、即ち書き込みコマンド
の発行を待つ（ステップＳ２００）。
【００９８】
次に、不揮発性メモリを備えている場合について、図１１から図１３を参照して、信頼性
マップ情報１３０に基づいて、スペースビットマップ情報１２０が不揮発性のメモリ３５
５上で更新される動作及び記録動作について詳細に説明する。ここに、図１１は、本実施
例における情報記録再生装置３００において信頼性マップ情報１３０を構成する信頼性フ
ラグ１３１に基づいて、スペースビットマップ情報１２０が不揮発性のメモリ３５５上で
更新される動作を示すフローチャートである。図１２は、本実施例における情報記録再生
装置３００において電源が遮断された場合の記録動作を示すフローチャートである。図１
３は、本実施例における情報記録再生装置３００において通常時の記録動作を示すフロー
チャートである。
【００９９】
先ず、図１１を参照して、情報記録再生装置３００において信頼性マップ情報１３０を構
成する信頼性フラグ１３１に基づいて、スペースビットマップ情報１２０が不揮発性のメ
モリ３５５上で更新される動作について説明する。尚、図１１において、光ディスク１０
０上で更新される動作を示した図８と同様のステップには同様のステップ番号を付し、そ
れらの説明は適宜省略する。
【０１００】
情報記録再生装置３００は、不揮発性のメモリ３５５に格納された信頼性マップ情報１３
０の信頼性フラグ１３１が全て“０”であるか否かの判定を行う（ステップＳ１０４）。
ここで、あるエリアに対応する信頼性フラグ１３１に“１”が立っている場合は（ステッ
プＳ１０４：Ｎｏ）、このエリアに対応するスペースビットマップ情報１２０の信頼性が
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低いので、このスペースビットマップ情報１２０はメモリ３５５上で最新の情報に更新さ
れる。具体的には、信頼性フラグ１３１に“１”が立っている、幾つかのエリアにおいて
、スキャン、即ち読み込みが行われ、記録領域と未記録領域が判別され、不揮発性のメモ
リ３５５上に記録されていたスペースビットマップ情報１２０が最新の情報に更新される
（ステップＳ１０５ｂ）。尚、前述のように、記録領域のスキャンに際しては、更新前の
スペースビットマップ情報１２０に示された未記録領域を優先的にスキャンすると効率的
である。
【０１０１】
次に、図１２を参照して、情報記録再生装置３００においてアプリケーション動作中に電
源が遮断された場合の記録動作及び不揮発性のメモリ３５５上での更新動作について説明
する。尚、図１２において、光ディスク１００上で更新される動作を示した図９と同様の
ステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。
【０１０２】
プロセッサ３５４は、不揮発性のメモリ３５５に格納されたスペースビットマップ情報１
２０に基づいて、今から記録する、即ち書き込む記録領域の設定を行い、この記録領域の
アドレスと記録データ長を決定する。このように決定された記録領域に属するエリアに対
応する信頼性フラグ１３１に“１”が不揮発性のメモリ３５５上で暫定的に立てられる（
ステップＳ２１０ｂ）。
【０１０３】
次に、前述したステップＳ２２０－１でデータ記録動作が行われる。
【０１０４】
次に、コマンド完了ステータスを受領したプロッサ３５４は、記録済みの記録領域を識別
し、メモリ３５５上のスペースビットマップ情報１２０の更新を行う（ステップＳ２３０
ｂ）。スペースビットマップ情報１２０の更新完了後、該当エリアに対応する信頼性フラ
グ１３１に“０”が確定的に不揮発性のメモリ３５５上で立てられる（ステップＳ２４０
ｂ）。
【０１０５】
次に、“ｎ”回目の記録動作において、エリアに対応する信頼性フラグ１３１に“１”が
暫定的に不揮発性のメモリ３５５上で立てられ（ステップＳ２１０ｂ）、“ｎ”回目にお
ける光ディスク上の記録領域へ記録（ステップＳ２２０－ｎ）が完了される。この記録完
了後、まだアプリケーションの動作中において、電源が遮断された場合（ステップＳ９０
０）、“ｎ”回目における光ディスク上の記録領域への実際の記録がメモリ３５５上のス
ペースビットマップ情報１２０に反映されず、且つ、信頼性フラグ１３１に“１”が立て
られたままである。よって、情報記録装置３００の再スタート後、前述した図１１のステ
ップＳ１０２及びＳ１０３を経て、ステップＳ１０４でＮｏと判定され、ステップＳ１０
５ｂにおいて、信頼性フラグ１３１に“１”が立てられたままのエリアに対応するスペー
スビットマップ情報１２０だけが不揮発性のメモリ３５５上で最新の情報に更新される。
尚、情報記録再生装置３００の電源が遮断される以前のスペースビットマップ情報１２０
及び信頼性マップ情報１３０の正常な更新は当然に有効となっている。
【０１０６】
次に、図１３を参照して、情報記録再生装置３００の正常時の記録動作及び不揮発性のメ
モリ３５５上での更新動作について説明する。尚、ステップＳ２００からステップＳ２２
０－ｎまでの記録動作は図１２の電源が遮断された場合と同様である。
【０１０７】
正常時においては、“ｎ”回目における光ディスク上の記録領域へ記録（ステップＳ２２
０－ｎ）の完了後、前述のステップＳ２３０ｂのメモリ３５５上での更新が行われ、前述
のステップＳ２４０ｂにおいて、該当エリアの信頼性フラグ１３１に“０”が不揮発性の
メモリ３５５上で確定的に立てられる。
【０１０８】
次に、ステップＳ３００、ステップＳ４００、ステップＳ５００及びステップＳ６００に
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ついては図１０と同様である。
【０１０９】
本実施例では、管理情報として、スペースビットマップ情報１２０を例に説明したが、管
理情報としては、ディフェクトリスト情報など他の管理情報でもよいし、それらを一括し
て含んでいる情報としてもよい。従って、ディフェクトリスト情報等が最新の情報に更新
されていなく、信頼性が無いとして判定された場合、スペースビットマップ情報１２０と
同様に、そのディフェクトリスト情報等が記録されたエリアのスキャンが必要となり、し
かもそのスキャンが必要なエリアが特定される。よって、ディフェクトリスト情報等が最
新の情報に更新される時間を短縮することが可能である。
【０１１０】
加えて、本実施例では、管理情報の一例であるスペースビットマップ情報１２０及び信頼
性マップ情報１３０は、管理情報記録エリアＬＩ－２に記録され、プロセッサ３５４の制
御下で、ディスクドライブ３００によって管理されるように示したが、これらの管理情報
は、ユーザデータエリアＵＤに記録され、ファイルシステム又はアプリケーション等によ
って管理されるようにしてもよい。
【０１１１】
尚、前半の図８乃至図１０の実施例では、情報記録媒体の一例として書き換え型の光ディ
スク１００並びに情報再生記録装置の一例として書き換え型の光ディスク１００に係るレ
コーダ又はプレーヤについて説明したが、本発明は、書き換え型の光ディスク並びにその
レコーダ又はプレーヤに限られるものではなく、後半の図１１乃至図１３の実施例を応用
して、追記型の光ディスク等の追記型の情報記録媒体、ハードディスク等の大容量記録装
置、他の高密度記録或いは高転送レート対応の各種情報記録媒体並びにそのレコーダ又は
プレーヤにも適用可能である。
【０１１２】
本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み
取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴
なう情報記録媒体、情報記録装置及び方法もまた本発明の技術的範囲に含まれるものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクの基本構造を示し、上側部分
は複数の記録領域を有する光ディスクの概略平面図であり、これに対応付けられる下側部
分は、その径方向における記録領域構造の図式的概念図である。
【図２】本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクの記録領域の構造図である。
【図３】本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクにおいて記録済みの情報を付
加した記録領域の分割構造図である。
【図４】本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクにおいてアドレス、スペース
ビットマップ情報１２０及び信頼性フラグの一具体例を示したデータテーブルの構成図で
ある。
【図５】比較例である光ディスクにおいて記録済みの情報を付加した記録領域の構造図で
ある。
【図６】比較例である光ディスクにおいてアドレス、スペースビットマップ情報及び信頼
性フラグの一具体例を示したデータテーブルの構成図である。
【図７】本発明の実施例に係る情報記録再生装置のブロック図である。
【図８】本実施例における情報記録再生装置において信頼性マップ情報に基づいて、スペ
ースビットマップ情報が書き換え型の光ディスク上で更新される動作を示すフローチャー
トである。
【図９】図８において電源が遮断された場合の記録動作を示すフローチャートである。
【図１０】図８において通常時の記録動作を示すフローチャートである。
【図１１】本実施例における情報記録再生装置において信頼性マップ情報に基づいて、ス
ペースビットマップ情報が不揮発性のメモリ上で更新される動作を示すフローチャートで
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ある。
【図１２】図１１において電源が遮断された場合の記録動作を示すフローチャートである
。
【図１３】図１１において通常時の記録動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　　　　センターホール
１０　　　トラック
１１　　　セクタ
１００　　光ディスク
１０１　　リードインエリア
１０２　　データゾーン
１０３　　リードアウトエリア
ＬＩ－１　制御情報記録エリア
ＬＩ－２　管理情報記録エリア
ＬＩ－３　ＯＰＣエリア
ＬＩ－４　制御情報記録エリア
ＳＡ－１　スペアエリア
ＵＤ　　　ユーザデータエリア
ＵＤ－１　ユーザデータエリア
ＵＤ－２　ユーザデータエリア
ＵＤ－３　ユーザデータエリア
ＵＤ－４　ユーザデータエリア
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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