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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも１つの記録層を有する
記録媒体において、
　少なくとも１つのトラックを含むセッションと、
　前記少なくとも１つの記録層上のトラック情報であって、前記トラック情報は前記複数
のトラックに関連しおよび複数のトラックエントリーを有するトラックエントリーリスト
を含み、前記トラックエントリーの各々は、トラックに関連するとともに、
　　前記関連するトラックが前記セッションの開始であるか否か表すセッション開始情報
を保存するセッション状態フィールドと、
　　前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールド
と、
　　前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを
含んでおり、
　前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アドレ
スフィールドとの間に位置しているトラック情報とを備え、
　前記トラック情報は、前記少なくとも１つの記録層上の一時欠陥管理領域にストアされ
、前記一時欠陥管理領域は、前記記録媒体がファイナライズされるまで前記記録媒体の管
理情報をストアしており、前記一時欠陥管理領域の中の前記管理情報は、前記記録媒体が
ファイナライズされることになるときに前記記録媒体の欠陥管理領域へ転送されることを
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特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　前記セッション状態フィールドは、前記セッション開始情報を運ぶために割り当てられ
た１ビットを含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項３】
　前記トラックエントリーの各々は、トラック状態情報を記録するためのトラック状態情
報を含み、トラック状態領域は前記各エントリーの開始ビットに位置していることを特徴
とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項４】
　前記トラック状態情報は、前記関連するトラックがオープンであるかまたはクローズで
あるかを表すことを特徴とする請求項３に記載の記録媒体。
【請求項５】
　前記トラック情報はヘッダをさらに含み、前記ヘッダ情報は、
　　前記記録媒体上に存在する各オープントラックの位置を特定するオープントラックの
リストと、
　　トラックの総数と
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体。
【請求項６】
　前記記録媒体は、追記型光ディスクであることを特徴とする請求項１乃至５いずれかに
記載の記録媒体。
【請求項７】
　データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも１つの記録層を有する
記録媒体上に管理情報を記録する方法において、
　（ａ）前記少なくとも１つの記録層上にトラック情報を記録するステップであって、前
記トラック情報は前記複数のトラックに関連しおよび複数のトラックエントリーを有する
トラックエントリーリストを含み、前記トラックエントリーの各々は、トラックに関連す
るとともに、
　　前記関連するトラックが少なくとも１つのトラックによって形成されるセッションの
開始であるか否か表すセッション開始情報を保存するセッション状態フィールドと、
　　前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールド
と、
　　前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを
含んでおり、
　前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アドレ
スフィールドとの間に位置している、記録するステップを備え、
　前記トラック情報は、前記少なくとも１つの記録層上の一時欠陥管理領域に記録され、
前記一時欠陥管理領域は、前記記録媒体がファイナライズされるまで前記記録媒体の管理
情報をストアしており、前記一時欠陥管理領域の中の前記管理情報は、前記記録媒体がフ
ァイナライズされることになるとき、前記記録媒体の欠陥管理領域へ転送されることを特
徴とする記録方法。
【請求項８】
　前記セッション状態フィールドは、前記セッション開始情報を運ぶために割り当てられ
た１ビットを含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記（ａ）記録するステップは、
　（ａ１）前記関連するトラックエントリーのトラック状態フィールドに、トラック情報
を記憶するステップであって、前記トラック状態フィールドは、各トラックエントリーの
開始ビットに位置していることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記トラック情報は、前記対応する記録トラックがオープンであるかクローズであるか
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を示すことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記トラック情報はヘッダをさらに含み、前記ヘッダ情報は、前記記録媒体上に存在す
る各オープントラックの位置を特定するオープントラックのリストと、トラックの総数と
　を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記記録媒体は、追記型光ディスクであることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも１つの記録層を有する
記録媒体に管理情報を記録する装置において、
　外部装置と通信をするように構成されたインタフェースと、
　前記記録媒体へデータを記録し、前記記録媒体からデータを再生するピックアップと、
　前記記録媒体から再生信号を受信しおよび再生し、前記記録媒体に特有の信号を変調す
るように構成されたデータプロセッサと、
　前記ピックアップを制御して、前記記録媒体からデータ信号を正確に読み取りおよび記
録するように構成されたサーボと、
　前記データを一時的に記憶するメモリと、
　前記インタフェース、前記ピックアップ、前記データプロセッサ、前記サーボ、前記メ
モリの構成要素に動作可能なように結合され、前記構成要素を制御するように構成された
マイクロコンピュータであって、前記装置は、前記少なくとも１つの記録層にトラック情
報を記録し、前記トラック情報は前記複数のトラックに関連しおよび複数のトラックエン
トリーを有するトラックエントリーリストを含み、前記トラックエントリーの各々は、ト
ラックに関連するとともに、
　　前記関連するトラックが少なくとも１つのトラックによって形成されるセッションの
開始であるか否か表すセッション開始情報を保存するセッション状態フィールドと、
　　前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールド
と、
　　前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを
含んでおり、
　　前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アド
レスフィールドとの間に位置しているマイクロコンピュータとを備え、
　前記装置は、前記トラック情報を、前記少なくとも１つの記録層上の一時欠陥管理領域
に記録し、前記一時欠陥管理領域は、前記記録媒体がファイナライズされるまで前記記録
媒体の管理情報をストアしており、前記記録媒体がファイナライズされることになるとき
に、前記管理情報を前記一時欠陥管理領域から前記記録媒体の欠陥管理領域へ転送するこ
とを特徴とする装置。
【請求項１４】
　前記セッション状態フィールドは、前記セッション開始情報を運ぶために割り当てられ
た１ビットを含むことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記トラックエントリーの各々は、トラック状態情報を記録するためのトラック状態情
報を含み、トラック状態領域は前記各エントリーの開始ビットに位置していること特徴と
する請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記トラック状態情報は、前記関連するトラックがオープンであるかまたはクローズで
あるかを表すことを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記トラック情報はヘッダをさらに含み、前記ヘッダ情報は、前記記録媒体上に存在す
る各オープントラックの位置を特定するオープントラックのリストと、トラックの総数と
　を含むことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
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【請求項１８】
　前記記録媒体は、追記型光ディスクであることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記記録媒体に情報を記録しまたは前記記録媒体から情報を再生するコマンドを前記マ
イクロプロセッサに発行するホストをさらに備えたことを特徴とする請求項１３に記載の
装置。
【請求項２０】
　データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも１つの記録層を有する
記録媒体に管理情報を記録する装置において、
　前記記録媒体へデータを記録し、前記記録媒体からデータを再生するピックアップと、
　前記ピックアップに動作可能なように結合され、前記ピックアップを制御して前記少な
くとも１つの記録層にトラック情報を記録するように構成されたモジュールを含むように
構成されたマイクロコンピュータであって、前記トラック情報は前記複数のトラックに関
連しおよび複数のトラックエントリーを有するトラックエントリーリストを含み、前記ト
ラックエントリーの各々は、トラックに関連するとともに、
　　前記関連するトラックが少なくとも１つのトラックによって形成されるセッションの
開始であるか否か表すセッション開始情報を保存するセッション状態フィールドと、
　　前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールド
と、
　　前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを
含んでおり、
　前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アドレ
スフィールドとの間に位置しているマイクロコンピュータとを備え、
　前記マイクロコンピュータは、前記ピックアップを制御して、前記トラック情報を、前
記少なくとも１つの記録層上の一時欠陥管理領域に記録し、前記一時欠陥管理領域は、前
記記録媒体がファイナライズされるまで前記記録媒体の管理情報をストアするよう構成さ
れ、前記マイクロコンピュータは、前記ピックアップを制御して、前記記録媒体がファイ
ナライズされることになるときに、前記管理情報を前記一時欠陥管理領域から前記記録媒
体の欠陥管理領域へ転送するよう構成されていることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は追記型光ディスクに関し、特に、追記型光ディスクにおけるディスク管理情報
を記録する方法および装置に関する。
【０００２】
　光記録媒体として、大容量のデータが記録可能な光ディスクが広く用いられている。そ
の中でも、最近は、高画質のビデオデータおよび高音質のオーディオデータを長時間記録
および保存できる新たな高密度光記録媒体（ＨＤ－ＤＶＤ）、例えば、ブルーレイ（Ｂ 
ｌｕｅ－ｒａｙ）ディスクが開発されている。
【０００３】
　次世代ＨＤ－ＤＶＤ技術であるブルーレイ・ディスクは、既存のＤＶＤよりも遥かに多
くのデータが記録可能である。なお、近年、ＨＤ－ＤＶＤに対する国際標準規格が用意さ
れている。
【０００４】
　次世代ＤＶＤの世界標準の一つであるブルーレイ・ディスクは、６５０ｎｍ波長の赤色
レーザを用いた現在のＤＶＤに比べて短波長である４０５ｎｍ波長の青紫色レーザを用い
、０.１ｍｍの光透過層を有する厚さ１.２ｍｍ、直径１２ｃｍのディスクに、現在のＤＶ
Ｄより遥かに多量のデータを保存することができる。ブルーレイ・ディスクに関わる標準
案が策定されており、書き換え型ブルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＲＥ）に続いて追記型ブ
ルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＷＯ）に対する各種の標準案が確立されつつある。
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【０００５】
　特に、追記型ブルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＷＯ）の標準案の中にはディスクの管理情
報を記録する方法が論議されており、かかる管理情報には、追記型光ディスクとしての特
徴を示すものとして、ディスク記録状態情報を記録する方法が含まれている。
【０００６】
　このディスク記録状態情報とは、ホストやユーザが追記型光ディスク上において記録可
能な領域を容易に検索でき、現在のディスク内の使用状態を表示する一種の情報であると
いえる。既存の追記型光ディスク（例えば、ＣＤまたはＤＶＤ）においてこの記録状態を
知らせる情報は様々な名称がある。例えば、ＣＤファミリではトラック情報と呼ばれる。
また、ＤＶＤファミリではＲゾーン、フラグメント、または記録レンジと呼ばれる。
【０００７】
　図１は、既存の追記型光ディスク（例えば、ＤＶＤ－Ｒ）における記録状態情報を示し
ている。図１のＤＶＤ－Ｒにおいては、ディスクの管理情報をＲＭＤ（Ｒｅｃｏｒｄｉｎ
ｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｄａｔａ）領域内に記録して管理する。特に、ディスクの記録
状態を表示する情報は、このＲＭＤ領域のうちのＲＭＤフィールド４～１２を用いて管理
される。オープンＲゾーンおよびインビジブルＲゾーンと、クローズＲゾーンがある。
【０００８】
　このＲゾーン情報は、ホストなどからディスクへの追記のために追記可能な位置を要求
する場合、上述した方法によって記録状態を表示している情報を確認する。すなわち、ド
ライブでは最初のオープンＲゾーンおよび２番目のオープンＲゾーンの最後に記録された
アドレスＬＲＡを確認する。通常は、“ＬＲＡ＋１”となる位置を追記可能な位置として
ホストなどに送る。この“次に追記可能な位置”は、ＮＷＡ（Ｎｅｘｔ　Ｗｒｉｔａｂｌ
ｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ）と呼ばれる。ホストなどは、伝送されてきたＮＷＡ情報から、有効
にディスクに追記することが可能になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述したＤＶＤ－Ｒディスクは、追記型ブルーレイ・ディスク（ＢＤ－
ＷＯ）とはその物理的な構造および使用環境が異なるため、前述のような従来の方式をそ
のまま追記型ブルーレイ・ディスクに適用できなくなる。特に、追記型ブルーレイ・ディ
スク（ＢＤ－ＷＯ）の場合には、ドライブそのものにてディスクの欠陥を管理するため、
ディスク内に欠陥管理のための別の特別な領域がさらに必要となる。すなわち、ＢＤ－Ｗ
Ｏは、複雑なディスク構造を有しており、結局、従来のＤＶＤ－Ｒ方式に適用されたディ
スク記録状態情報がそのまま適用できなくなる。
【００１０】
　したがって、高密度光ディスクには、ディスクの使用状態に対応する効率の良い管理情
報の記録方法が望まれている。これにより、ディスクに簡単にアクセスすることができ、
より効率的にディスクを使用できる。特に、これが規格化した情報として提供されなけれ
ば、ＢＤ－ＷＯの全体構造、使用および標準規格に関する相互互換性が確保できなくなる
。また、前述のようなブルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＷＯ）の場合と同じように、欠陥管
理が行われる追記型高密度光ディスクにおいて適用可能な、ディスク管理情報の記録方法
に対する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、追記型光ディスクおよび光ディスクに管理情報を記録する方法および装置に
関する。すなわち、従来技術の制限や不都合による1つ以上の問題点を大幅に改善する。
【００１２】
　本発明の目的は、追記型光ディスクの管理情報を記録する方法および装置を提供し、特
に、この管理情報としてのディスク使用状態情報を効率よく記録管理する方法を提供する
ところにある。
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【００１３】
　また、本発明の他の目的は、追記型光ディスクにおいてトラック情報を記録する方法お
よび装置を提供するところにあり、このトラック情報は、ディスク使用状態情報として記
録される。本発明の方法および装置は、欠陥管理を行う追記型光ディスクにも適用可能で
ある。
【００１４】
　本発明のまた他の目的は、追記型光ディスクにおいてトラック情報を記録する方法およ
び装置を提供するところにあり、また、ディスク内に物理的な追加領域を割り当てること
なくセッション情報（ｓｅｓｓｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を記録する。この結果
、既存の再生専用規格との互換性を保持される。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、トラック情報の効率よいアップデート方法を提供するところ
にある。
【００１６】
　本発明による記録媒体は、少なくとも１つの記録層を有する記録媒体において、少なく
とも１つの記録ユニットを含むセッションと、少なくとも１つの記録層上にこの少なくと
も１つの記録ユニットに関連する連続記録情報を備え、この連続記録情報は、少なくとも
１つの記録ユニットエントリーを含む記録ユニットリストを含み、この少なくとも１つの
記録ユニットエントリーは、少なくとも１つの記録ユニットの各々に関連し、対応する記
録ユニットがセッションの開始であるか否かを表すセッション開始情報を保存するための
少なくとも１つの状態領域を含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明による他の記録媒体は、少なくとも１つの記録層と、少なくとも１つの記録層上
に少なくとも１つのＳＲＲエントリーが保存されており、各々のＳＲＲエントリーは、セ
ッション開始情報を保存する少なくとも１つの状態領域を含み、この状態領域は、対応す
るＳＲＲエントリー内の開始ビットを除く領域に備えられることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の他の態様による記録媒体上の管理情報の記録方法は、少なくとも１つの記録層
を有する記録媒体上に管理情報を記録する方法において、（ａ）少なくとも１つの記録層
上に連続記録情報を記録するステップを含み、この連続記録情報は、少なくとも１つの記
録ユニットエントリーを有する記録ユニットリストを含み、この少なくとも１つの記録ユ
ニットエントリーは、少なくとも１つの記録ユニットの各々に関連する。この少なくとも
１つの記録ユニットはセッションを形成し、この少なくとも１つの記録ユニットエントリ
ーは、対応する記録ユニットがセッションの開始であるか否かを表すセッション開始情報
を保存するための少なくとも１つの状態領域を含むことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の他の態様による記録媒体上の管理情報の記録方法は、少なくとも１つの記録層
を有する記録媒体上に管理情報を記録する方法において、（ａ）少なくとも１つの記録層
上に少なくとも１つのＳＲＲエントリーを記録するステップを含み、各々のＳＲＲエント
リーは、セッション開始情報を保存する少なくとも１つの状態領域を含む。そして、この
状態領域は、対応するＳＲＲエントリー内の開始ビットを除く領域に配置されることを特
徴とする。
【００２０】
　本発明の他の態様である記録媒体上の管理情報の記録装置は、少なくとも１つの記録層
を有する記録媒体上に管理情報を記録する装置において、少なくとも１つの記録層上に連
続記録情報を記録するための記録／再生部を含む。この連続記録情報は、少なくとも１つ
の記録ユニットに連関しており、ヘッダ部、記録ユニットエントリーリスト、およびター
ミネータを含んでいる。そして、この記録ユニットエントリーリストは、複数の記録ユニ
ットエントリーを含み、各々の記録ユニットエントリーは、１つの記録ユニットに連関し
、セッション開始情報を保存するための少なくとも１つの状態領域を含むことを特徴とす
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る。
【００２１】
　本発明のさらに他の利点、目的および特徴は、この技術分野における当業者にとって、
後述する本発明の好適な実施例から自明に理解できるであろう。本発明の目的および他の
利点は、添付された図面と特許請求の範囲および詳細な説明に特に指摘されている構造に
より実現および獲得できる。
【００２２】
　本発明に関する一般的な説明および後述する詳細な説明は、請求された本発明をさらに
明確にするために例示されたものとして理解されるべきである。本発明のさらなる目的お
よび長所は、後述する本発明の好適な実施の形態に関連する添付図面により一層明らかに
なる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように、本発明は、追記型光ディスクの管理情報を記録する方法および装
置を提供し、特にこの管理情報としてのディスク使用状態情報を効率よく記録管理する方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】従来の追記型光ディスク（ＤＶＤ－Ｒ）の構造を示す図である。
【図２】本発明が適用される追記型光ディスクのトラックタイプに関して例を示す図であ
る。
【図３】本発明の追記型光ディスクの全体構造および本発明の実施形態によるディスク管
理情報を記録する方法を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態による、図３の追記型光ディスクにてトラック情報を記
録する方法を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施形態による、図３の追記型光ディスクにてトラック情報を記
録する方法を示す図である。
【図６】本発明の第３の実施形態による、図３の追記型光ディスクにてトラック情報を記
録する方法を示す図である。
【図７】本発明の追記型光ディスクにおけるトラック情報をアップデートする方法を示す
図である。
【図８】本発明の追記型光ディスクの記録再生装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、添付した図面に基づき、本発明による追記型光ディスクの管理情報の復元方法に
ついての好適な実施の形態について詳細に説明する。説明の便宜上、追記型ブルーレイ・
ディスク（ＢＤ－ＷＯ）の場合を例に挙げて説明を進める。
【００２６】
　なお、本発明における用語選定に当たっては、できる限り一般的な用語を採用し、よっ
て、本発明は単なる用語の名称の観点からではなく、出願人により定義された用語の意味
として理解されるべきである。
【００２７】
　本発明における‘トラック（ｔｒａｃｋ）’の意味は、ＢＤ－ＷＯといった追記型光デ
ィスクにおける連続記録領域（ＳＲＲ；Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｒ
ａｎｇｅ）を意味するものであって、すなわち、ディスク上のデータまたは情報を記録す
る領域を意味する。従って、以下、本発明では、記録ユニットを意味する用語としての“
トラック”または“ＳＲＲ”を同一の意味として用いる。また、本発明における“トラッ
ク情報”または“ＳＲＲＩ（ＳＲＲ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）”は、追記型光ディスク
の使用状態を表すための情報を通称して適用する用語である。
【００２８】
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　また、“セッション”は、トラックまたはＳＲＲを含む。すなわち、少なくとも１つの
記録ユニットを含む。“セッション情報”は、再生専用ディスク規格との互換性を目的と
して、特定のブロックの記録状態を示すための、一般的な用語として使用されている。
【００２９】
　本発明は、新規の高密度光ディスクに適用可能なトラック情報を記録する方法および装
置を提供する。本発明は、セッション情報を別の物理的領域を割り当てることなくトラッ
ク情報内に記録する。さらに、使用可能なオープントラックの個数を制限せず、最大１６
つのオープントラックをサポートする。従って、２つのオープントラックだけを活用する
従来技術（例えば、ＤＶＤ－ＲのＲゾーンの場合）に比べて、本発明は、ディスクを一層
効率よく使用することが可能になり、このためにこのディスク管理情報としてのトラック
情報の最適構造を提供する。
【００３０】
　図２は、本発明が適用される追記型光ディスク上のトラックの様々なタイプを示す図で
ある。同図に示すように、ディスクは、複数のトラックに分けられる。例えば、トラック
＃１、＃２は、トラック内に追記可能な領域が残っているオープントラックである。トラ
ック＃３、＃４は、トラックがフルに記録され追記不可能なクローズトラック（ｃｌｏｓ
ｅ　ｔｒａｃｋ）　または　コンプリートトラック（ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｔｒａｃｋ）で
ある。トラック＃５は、末尾のトラックであって常時追記可能なトラックとしてのインタ
ーミーディアト・トラック（ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ｔｒａｃｋ）である。
【００３１】
　関連して、追記不可能なトラック（クローズトラック、トラック＃３、＃４）は、オー
プントラックとして始まる。特定の原因により（主に、ホストからのクローズコマンド）
トラックの残りの部分がゼロパッディングされた後（ハッチング部分）、トラックの状態
は、ゼロパッディングの後でクローズトラックに変更される。この例においては、トラッ
ク＃３の残りの利用可能な領域は、トラック＃３がクローズされる前にゼロパッディング
されている。ある場合には、オープントラックがクローズコマンドによってクローズ・ト
ラックに変更されるとき、ゼロパッディング無しで本発明のトラックタイプ情報だけを変
更することもできる。
【００３２】
　また、各トラックは、トラックのタイプによらず、対応するトラックの“先頭アドレス
を知らせる情報（ｓｔａｒｔ　ＰＳＮ　ｏｆ　ｔｒａｃｋ）”を含み、“データが記録さ
れた最後のアドレス情報（ＬＲＡ：Ｌａｓｔ　Ｒｅｃｏｒｄｅｄ　Ａｄｄｒｅｓｓ）”を
常に含む。このＰＳＮ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｅｃｔｏｒ　Ｎｕｍｂｅｒ）は、ディスク
内の特定位置の位置情報を知らせる一般の用語である。また、ＬＲＡは、実際にデータが
記録された最後のアドレスを意味する。従って、トラック＃３の場合、ゼロパッディング
される前の位置がＬＲＡになる（ＬＲＡ３）。具体的には、記録ユニットがクラスタ（ｃ
ｌｕｓｔｅｒ）である場合、１クラスタ内には、計３２個のセクタが存在する。仮に、１
クラスタ内において一定部分のセクタだけが記録され、残りのセクタがゼロパッディング
されたとすれば、この場合のＬＲＡ値は、ゼロパッディングされる前の最後のセクタアド
レスとなる。
【００３３】
　さらに、ホストなどからの要求により、ＬＲＡから求められるＮＷＡ（Ｎｅｘｔ　Ｗｒ
ｉｔａｂｌｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ）は、追記可能なオープントラック（トラック＃１、＃２
）およびインターミーティアト・トラック（トラック＃５）においてのみ、決定される。
そして、計算されたＮＷＡ情報はホストへ送られる。クローズ・トラック（トラック＃３
、＃４）には追記不可能であるため、この例では、トラック＃３、＃４にはＮＷＡが存在
しない。
【００３４】
　本発明は、図２に示すような様々なトラックのタイプとこのトラック関連付けられたセ
ッション情報を示す方法を提供する。以下、図３～図６を参照して詳細に説明する。
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【００３５】
　図３は、本発明が適用される追記型光ディスクの構造および本発明の実施の形態により
管理情報を記録する方法を示す図である。図３の追記型光ディスクは、１つの記録層を有
する一層ディスクに関する。しかしながら、本発明は、このようなディスク構造に限定さ
れることなく、２つの記録層を有するか、または複数の記録層を有すディスクにも同様に
適用可能である。
【００３６】
　図３に示すように、このディスクは、リードインエリア、データエリア、およびリード
アウトエリアを含んでいる。データエリア内には欠陥領域を取り替えるためにインナース
ペアエリアＩＳＡ０および／またはアウタースペアエリアＯＳＡ０が備えられている。こ
のリードインエリアとリードアウトエリアは、複数の欠陥管理エリアＤＭＡ１～ＤＭＡ４
を備えている。リードインエリア内には、第１の一時欠陥管理エリアＴＤＭＡ１が備えら
れ、アウタースペアエリアＯＳＡ０内には、第２の一時欠陥管理エリアＴＭＤＡ２が備え
られる。これらのＴＤＭＡは、欠陥管理情報を一時的に保存する。これに対し、ＤＭＡは
、欠陥管理情報を永久的に保存する。また、データの記録をこれ以上行わないか、ディス
クをファイナライズする場合には、このＴＤＭＡ内に保存されている情報が少なくとも１
つのＤＭＡへ転送される。一般に、各ＤＭＡは同一の情報を保存し、従って、仮に１つの
ＤＭＡが機能しなくなったり欠陥が発生したりしても、ＤＭＡに記録されている重要な管
理情報を別のＤＭＡを通じて復旧可能になる。これにより、情報の喪失が回避される。一
般に、書き換え型光ディスクの場合には、限られたサイズの欠陥管理エリアＤＭＡだけを
備えていても、このエリアに記録および消去が繰り返し行える。従って、大きなＤＭＡが
不要である。しかし、ＢＤ－ＷＯのような追記型光ディスクの場合には、一回記録された
領域には再び記録ができない。このため、欠陥管理のためにはより大きな管理エリアが必
要となる。
【００３７】
　このＴＤＭＡ１は、リードインエリアに固定されたサイズで割り当てられ、このＴＤＭ
Ａ２は、アウタースペアエリアＯＳＡ０内にスペアエリアＯＳＡ０のサイズと連動したサ
イズで割り当てられる。例えば、ＯＳＡ０のサイズがＮ＊２５６クラスタであるとすれば
、ＴＤＭＡ２のサイズはＰ＝（Ｎ＊２５６）／４クラスタに割り当てられる。
【００３８】
　また、各々のＴＤＭＡ内には、一時欠陥エリア（ＴＤＦＬ；Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅ
ｆｅｃｔ　Ｌｉｓｔ）情報と一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ；Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄ
ｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）情報が１つの記録ユニット（ＢＤ－ＷＯの場
合にでは１クラスタ）内に記録される。また、各々のＴＤＭＡには、ディスク・トラック
情報（Ｔｒａｃｋ－Ｉｎｆｏ）と一時ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）情報が他の記録ユニ
ットに記録される。
【００３９】
　したがって、データエリア内に欠陥エリアが発生すれば、これをスペアエリアに取り替
えるプロセスが行わる。そして、このような一連のプロセスに関わる管理情報を欠陥エリ
アリスト（ＴＤＦＬ）として保存するようになる。一層ディスクの場合、欠陥リストのサ
イズによって１～３クラスタのサイズにＴＤＦＬを作成する。
【００４０】
　トラック情報は、ディスクにおいて特定の領域が記録済みなのかあるいは未記録なのか
を示すディスク状態情報である。特に、ディスクが連続記録方式またはインクリメンタル
記録（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　ｏｒ　ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）方
式であるときに適用される。また、図３に示すように、ＴＤＭＡの１クラスタは、セクタ
０～セクタ３０に記録されたトラック情報およびセクタ３１に記録されたＴＤＤＳ情報か
ら構成される。なお、ＴＤＤＳを最初のセクタ０に記録し、トラック情報を残りのセクタ
（すなわち、セクタ１～セクタ３１）に記録することも可能である。
【００４１】
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　図３を参照してトラック情報３０について詳細に説明すれば、次のとおりである。まず
、トラック情報は、大別して３つの部分からなっている。すなわち、トラック情報を識識
別可能にするヘッダ部３１と、トラック情報を直接表示するトラック情報リスト部３２と
、トラック情報の終了を知らせるトラック情報リストターミネータ３３と、から構成され
ている。
【００４２】
　ヘッダ部３１は、トラック情報３０内の先頭に位置し、トラック情報であることを認識
可能にする“トラック情報識別子”フィールド３１ａと、このトラック情報内に存在する
オープン・トラックの位置を知らせる“オープントラックの位置情報”フィールド３１ｂ
と、セッションの総数を知らせる“セッションの総数”フィールド３１ｃと、セッション
の開始トラックまたは終了トラックの位置を知らせる“セッションスタート（またはエン
ド）トラックの位置情報”フィールド３１ｄを有している。従って、直接トラック情報リ
ストを読み込むに先立って、大まかなトラック情報の内容が確認可能になる。結果として
、ヘッダ部３１には、このフィールドの他にも必要な情報を新しく定義し規格化すること
も可能である。
【００４３】
　ヘッダ部の次にはトラック情報リスト部３２を記録される。トラック情報リストが終了
すれば、トラック情報リストターミネータ３３によって、トラック情報の終了を表示させ
る。特に、トラック情報リストターミネータ３３は、トラック情報のサイズが可変である
場合に、このトラック情報の終了箇所を示す情報として意味がある。例えば、本発明のト
ラック情報は、１クラスタ内で最大３１セクタまで記録可能である（残りの１セクタはＴ
ＤＤＳが記録される）。しかしながら、特定の時点では、最大３１セクタまでの全てにト
ラック情報を記録する必要がないはずであるため（特に、最初の記録のとき）、この場合
には、必要なトラック情報を記録した後、トラック情報リストターミネータを通して、ト
ラック情報タイプを表示する。従って、システムの混乱を未然に防止し、必要に応じて、
残りの領域に有用な他の管理情報を記録できるようにしたのである。
【００４４】
　従って、ディスク管理情報としてのトラック情報（または、ＳＲＲ情報）は、ヘッダ部
３１と、トラック情報リスト３２（または、ＳＲＲエントリーリスト）、およびトラック
ターミネータ３３と、から構成され、アップデートされる度に、これらの情報が一括して
記録される。必要に応じて、他の情報をトラック情報３０の一部分として記録することも
可能である。
【００４５】
　以下に、トラック情報リスト３２（または、ＳＲＲエントリーリスト）について詳細に
説明する。トラック情報リスト３２（または、ＳＲＲエントリーリスト）は、複数のエン
トリー３４を有し、各々のエントリーは、ディスク内の１つのトラックに対応し、８バイ
トずつ割り当てられる。このエントリー３４を“トラック情報エントリー”または“ＳＲ
Ｒエントリー”と称す。この各々のトラック情報エントリー３４は、対応するトラックの
第１の状態エリア／フィールド３５（Ｓｔａｔｕｓ１）と、対応するトラックの最初のア
ドレス情報を指示する第１のロケーションエリア／フィールド３６と、第２の状態エリア
／フィールド３７（Ｓｔａｔｕｓ２）と、対応するトラック上にデータが記録された最後
のアドレスを指示する第２のロケーションエリア／フィールド３８と、から構成される。
第１のロケーションフィールド３６は、対応するトラックのスタートＰＳＮを運び、第２
のロケーションフィールド３８は、対応するトラックのＬＲＡを運ぶ。
【００４６】
　例えば、ビット６３～ビット６０（ｂ６３～ｂ６０）には、第１の状態フィールド３５
（Ｓｔａｔｕｓ１）を割り当て、ビット５９～ビット３２（ｂ５９～ｂ３２）には、第１
のロケーションフィールド（３６）を割り当て、ビット３１～ビット２８（ｂ３１～ｂ２
８）には、第２の状態フィールド３７（Ｓｔａｔｕｓ２）を割り当て、ビット２７～ビッ
ト０（ｂ２７～ｂ０）には、第２のロケーションフィールド３８を割り当る。必要に応じ
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てまたは標準規格によってこれらのエントリー３４内のフィールドが異なるサイズを持つ
か、または別のビット割り当てを持つこともできる。
【００４７】
　第１の状態フィールド３５（Ｓｔａｔｕｓ１）および／または第２の状態フィールド３
７（Ｓｔａｔｓｕ２）は、これに限られないが、対応するトラックのタイプを表示するト
ラックタイプ情報およびディスク内のセッションに関わる情報を含んでいる。従って、対
応するトラックのタイプは、状態情報から決定される。セッション情報は、対応する他ラ
ックが位置しているセッションの位置を示している。合わせて、アドレス３６、３８フィ
ールドから対応するトラックの位置が確認できるようになる。
【００４８】
　従って、システムは、このトラック情報にアクセスすることにより、ディスクの特定の
領域が記録可能領域であるか、またはセッション開始領域であるか否かを確認可能になる
。従って、このエントリー３４を読み出せば、対応するトラックのタイプ、トラックの開
始位置、トラックのＬＲＡ、およびトラック内のセッション情報を精度よく決定すること
ができる。さらに、トラック内のセッション情報を得ることが可能になる。
【００４９】
　このように、各トラック情報のエントリー内にトラックタイプ情報はもとより、セッシ
ョン情報が一緒に記録される。従って、従来とは異なり、セッション情報を記録する別の
物理的な領域がなくてもホストやユーザが活用可能なセッション情報を表すことができる
ようになり、ディスクの使用における効率性をさらに増すことができるようになる。前述
したように物理的領域を割り当てることなくセッション情報を記録する方式を‘仮想セッ
ション（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ）’または‘セッション論理情報（Ｓｅｓｓｉ
ｏｎ　Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）’ともいう。
【００５０】
　図４は、本発明の第１の実施形態による追記型光ディスクのトラック情報内のトラック
情報エントリー３４の構造を例に挙げて示す図である。図４に示すように、ディスク上に
は、複数のトラックが存在する（トラック＃１～＃８）。各々のトラックは、前述した定
義によってトラックタイプを示す第１の状態フィールド３５（Ｓｔａｔｕｓ１）により区
分される。また、対応するトラックがセッションの開始トラックであるか否かを表示する
情報を別の第２の状態フィールド３７（Ｓｔａｔｕｓ２）内に記録しておく。そのトラッ
クに関連付けられたセッションのスタート位置を示している情報が、Ｓｔａｔｕｓ２にお
いてセッション状態情報として記録される。
【００５１】
　例えば、Ｓｔａｔｕｓ１においてトラック状態情報は、オープン・トラックは“０００
０ｂ”にて、インターミーディアト・トラックは“０００１ｂ”にて、クローズ・トラッ
クは“００１０ｂ”にて表示することができる。また、Ｓｔａｔｕｓ２においてセッショ
ン状態情報３７は、各セッションの開始トラックに対応するトラック（ｓｅｓｓｉｏｎ　
ｓｔａｒｔ　ｔｒａｃｋ）を“１０００ｂ”にて、その他のトラック（ｎｏｎ－ｓｅｓｓ
ｉｏｎ　ｓｔａｒｔ　ｔｒａｃｋ）を“００００ｂ”にて表示される。図４に示すように
、セッション＃１、＃２、＃３は、それぞれクローズ・トラックから始まってクローズ・
トラックで終わるクローズ・セッションとして定義される。セッション＃４は、オープン
・トラック（トラック＃７）から始まって未だセッションがクローズされていないオープ
ン・セッション（ｏｐｅｎ　ｓｅｓｓｉｏｎ）として定義することができる。従って、前
述の定義によれば、クローズ・セッションは、追記記録ができず対応するセッションの再
生だけが可能である。オープン・セッションは、記録可能なセッションになる。
【００５２】
　仮に、特定のオープン・セッションに対しクローズしようとするクローズ・セッション
コマンドが下されれば、オープン・セッション内に存在するオープン・トラックを全てク
ローズ・トラックに変更される。さらに、トラックタイプに関する情報も、トラックのク
ローズ状態を示すように変更される。例えば、セッション＃１のトラック＃２は、最初は
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オープン・トラックであったが、クローズコマンド（クローズ・トラックまたはクローズ
・セッションコマンド）によりトラック内の記録可能な領域を“ゼロ・パッディング（ま
たは、ダミーデータ）”した後、クローズ・トラックに変更される。結果として、セッシ
ョン＃１は、クローズ・トラックで終わるクローズ・セッションに変更される。特定のシ
ステムの場合では、そのトラックのタイプに関するトラックタイプ情報（Ｓｔａｔｕｓ１
）だけを、セロパッディングなしのクローズ・トラックを示す“００１０ｂ”に変更する
ことも可能である。
【００５３】
　図４に示す実施形態によれば、トラック＃１～トラック＃６は、いずれもクローズ・ト
ラックであるため、Ｓｔａｔｕｓ１におけるトラック状態情報は、００１０ｂとなる。し
かしながら、このうち、トラック＃１、＃３、＃４は、それぞれセッション＃１、＃２、
＃３の開始トラックであって、Ｓｔａｔｕｓ２におけるセッション状態情報は１０００ｂ
となる。トラック＃２、＃４、＃５は、各セッション内の開始トラックではないトラック
であるので、Ｓｔａｔｕｓ２においてセッション状態情報は００００ｂになる。また、ト
ラック＃７は、オープン・トラックであるので、Ｓｔａｔｕｓ１におけるトラック状態情
報は００００ｂとなる。また、トラック＃７はセッション＃４の開始トラックであるため
、Ｓｔａｔｕｓ２におけるセッション状態情報は１０００ｂとなる。トラック＃８は、イ
ンターミーディアト・トラックであるので、Ｓｔａｔｕｓ１におけるトラック状態情報は
０００１ｂとなる。さらに、トラック＃８はセッション＃４の開始トラックではないため
、Ｓｔａｔｕｓ２におけるセッション状態情報は００００ｂとなる。この場合、セッショ
ンがクローズしていないセッション＃４は、オープン・セッションとして定義され得る。
図４に示す実施の形態において、Ｓｔａｔｕｓ２（３７）に保存されるセッション状態情
報は、１ビットにて指定することも可能である。例えば、ビットが‘１’であれば、セッ
ションの開始トラックを意味し、ビットが‘０’であれば、セッションの開始トラックで
はないことを意味する。この１ビットは、第２の状態情報３７内の何れのビットを割り当
てることが可能である。同様に、２つの隣接するビットを割り当てて、第１の状態フィー
ルド３５内のトラック状態情報を示すことも可能である。
【００５４】
　図５は、本発明の第２の実施形態による追記型光ディスクのトラック情報３０内のトラ
ック情報エントリー３４の構造の一例を示す図である。図４で示した第１の実施形態は、
各セッションの開始トラックだけを区分した。一方、第２の実施形態では、セッション開
始トラック、セッション終了トラック、ｏｎｅトラック－ｏｎｅセッション、および非セ
ッション　開始／終了トラック　の表示によって、それぞれ区別する方法を開示している
。第２の実施形態から分かるように、本発明のトラック情報内に記録されるセッション情
報は、様々な方法によって定義することが可能である。また、必要に応じて、規格化した
情報としてより細分化して分類することも可能である。
【００５５】
　図５に示すようなトラック情報エントリー３４の構造および使用は、前述した図４の場
合に比べ、第２の状態フィールド３７を除いては同一である。第２の実施形態において、
第２の状態フィールド３７（Ｓｔａｔｕｓ２）は、そのエントリー３４に関連付けられた
対応するトラックの異なる４通りの状態を表すセッション状態情報を記録する。従って、
第２の状態フィールド３７の構造および使用について説明することにし、図４と同一の部
分については、その説明を省くことにする。
【００５６】
　図５に示すように、トラック＃１、＃４、＃７は、それぞれセッション＃１、＃３、＃
４の開始トラックである。Ｓｔａｔｕｓ２におけるセッション状態情報は１０００ｂにな
る。トラック＃２、＃６は、それぞれセッション＃１、＃３のセッション終了トラックで
あるので、Ｓｔａｔｕｓ２におけるセッション状態情報は１００１ｂになる。トラック＃
３は、セッション＃２のセッション開始／終了トラックであるので、Ｓｔａｔｕｓ２にお
けるセッション状態情報は０００１ｂである。これは、ｏｎｅトラック－ｏｎｅセッショ
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ン（1つのセッションに対して１つのトラック）を意味し、そのｏｎｅトラックが、開始
トラックでもあり終了トラックでもある。トラック＃５、＃８は、それぞれセッション＃
３、＃４の中間のトラック（開始トラックでも終了トラックでもない場合）であって、Ｓ
ｔａｔｕｓ２におけるセッション状態情報は００００ｂとなる。従って、各セッション内
の全てのトラックがクローズ・トラックである場合をクローズ・セッション（セッション
＃１、＃２、＃３）と定義できる。セッションがクローズトラックで終わらないか、また
は、セッション終了トラックを持っていない場合は、オープン・セッション（セッション
＃４）と定義できる。
【００５７】
　図５の実施の形態において、Ｓｔａｔｕｓ２内に記録されるセッション状態情報を示す
ために、異なるビット数を割り当てることが可能である。同様に、第１の状態フィールド
３５内の隣接する２ビットを割り当てて、トラック状態情報を示すことも可能である。
【００５８】
　図６は、本発明の第３の実施の形態による追記型光ディスクのトラック情報３０内のト
ラック情報エントリー３４の構造の例を示す図である。図６によるトラック情報エントリ
ー３４の構造および使用は、前述した図４の場合に比べて、第１の状態フィールド３５（
Ｓｔａｔｕｓ１）および第２の状態フィールド３７（Ｓｔａｔｕｓ２）を除いては同一で
ある。すなわち、他のフィールド３６、３８は、図４の場合と同一である。
【００５９】
　図６の実施形態は、第１の状態フィールド３５（Ｓｔａｔｕｓ１）は今後の活用のため
の予備領域として残しておき、第２の状態フィールド３７（Ｓｔａｔｕｓ２）には、セッ
ション状態情報を記録する。セッション状態情報は、１ビットにて指定することができる
。例えば、Ｓｔａｔｕｓ２において、ビットが‘１’であれば、セッションの開始トラッ
クを意味し、ビットが‘０’であれば、セッションの開始トラックではないことを意味す
る。また、１ビットは、第２の状態フィールド３７（Ｓｔａｔｕｓ２）内のあるどの１ビ
ットによって、セッション状態情報を運ぶこともできる。例えば、Ｓｔａｔｕｓ２（３）
第１のビット（ｂ３１）をセッション状態情報として活用することもできる。この場合、
使用しないＳｔａｔｕｓ２（３７）内の他のビットは、予備領域として残しておく。
【００６０】
　また他の変形的使用として、図６のＳｔａｔｕｓ２（３７）内にセッション状態情報お
よびトラック状態情報の両方を記録し、Ｓｔａｔｕｓ１（３５）は、今後の活用のための
予備領域として残しておくことも可能である。この場合、例えば、Ｓｔａｔｕｓ２（３７
）内の第１のビットｂ３１をセッション状態情報として活用し、残りのビット（ｂ３０－
ｂ２８）は、図４を参照して述べたトラック状態情報として活用することが可能である。
【００６１】
　図７は、本発明の実施形態による前述した図３～図６の追記型ディスクのトラック情報
をアップデートする方法を示す図である。
【００６２】
　追記型光ディスクは、‘１回だけ記録可能である’という特殊な特徴をもつため、常に
、ディスク内の特定領域の記録状態を示すディスク状態情報が必要である。従って、‘ト
ラック情報のアップデート’とは、ディスク内の記録に伴う状態に変化がある度にトラッ
ク情報をアップデートすることによって、システムやユーザによってトラック情報を活用
可能にすることを意味する。
【００６３】
　従って、新しいトラックが生成されたり、既存のトラックがクローズされたりする時は
、トラック情報が新たに生成され、アップデートが必要とされ、実行される。また、ディ
スクの取り出し時や、電源をオフする時もディスクの使用を一時中止する場合にあたる。
この時も最終的な状態のトラック情報をアップデートする必要があり、この結果、今後の
ディスクの使用時に記録状態を精度よく把握することができるようになる。
【００６４】
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　図７に示す本発明のトラック情報をアップデートする方法によれば、前段階のトラック
情報と現にアップデートすべきトラック情報とを含めて累積的に記録し、トラック情報リ
ストを特定の順に整列（ｓｏｒｔｉｎｇ）し記録する方式である。これについて詳述すれ
ば、（ｎ＋１）番目にアップデートされるトラック情報を記録するためには、まず、ｎ番
目に記録されたトラック情報を確認する。その後、このｎ番目に記録されたトラック情報
と現にアップデートすべき（ｎ＋１）番目のトラック情報とを１つのトラック情報リスト
としてみなし、特定の順に整列して記録する。同様に、（ｎ＋２）番目にアップデートさ
れるトラック情報を記録するためには、まず、（ｎ＋１）番目に記録されたトラック情報
を確認する。そして、（ｎ＋１）番目に記録されたトラック情報と現にアップデートすべ
き（ｎ＋２）番目のトラック情報とを１つのトラック情報リストとしてみなし、所望の順
に整列し記録する。１つの例をあげれば、整列順は、例えば、トラックのタイプを表すト
ラック状態情報に従うものとし、その次にさらに、トラックの第１のアドレス情報（Ｓｔ
ａｒｔ　ＰＳＮ）を基準にする。また他の整列基準によって整列できることも自明である
。
【００６５】
　上述の基準によるトラック情報リストの整列を本発明に適用し、（ｎ＋２）番目のアッ
プデート時の整列情報を考えて見れば、次の通りである。第１に、トラックタイプ情報と
して“００００ｂ”を持つオープン・トラックが先に整列される。次いでトラックタイプ
情報として“０００１ｂ”を持つ１つのインターミーディアト・トラックだけが整列され
、次いで、トラックタイプ情報として“００１０ｂ”を持つ一般のクローズ・トラックが
整列される。また、１つのトラックのタイプが比較しているトラックのタイプと同一の場
合には、トラックの第１のアドレス情報が最も先であるものが優先して整列される。しか
しながら、整列と関連してトラックタイプ情報として如何なるビット列を割り当てるかお
よび整列の基準を何にするかは、一種の選択の問題であって、システムや設計者によって
各種の方式にて適用可能である。
【００６６】
　本発明にように、前のトラック情報を含めて整列するトラック情報のアップデート方式
の長所は、ディスク内に存在する全てのトラックがトラックのタイプ別に従って整列され
ていることである。従って、所望するトラックタイプに関する情報を容易に取得できる。
さらに、最後にアップデートされた最新のトラック情報だけを参照すれば、前段階の全て
のトラック情報を一度に確認可能になる。これによって、アクセス時間を短縮することが
できるという利点がある。
【００６７】
　図８は、前述した本発明のディスク状態情報を記録し、管理および／またはアップデー
トする方法を実現する記録再生装置を示す図である。なお、本発明の方法およびディスク
構造は、別のシステムおよび装置によっても実現可能であることは言うまでもない。
【００６８】
　図８に示すように、本発明の記録再生装置は、ＢＤ－ＷＯのような追記型光ディスクに
対して記録再生を行う記録／再生部１０と、これを制御する制御部２０と、から構成され
る。制御部２０は、記録／再生部１０に対し特定の領域への記録または再生コマンドを送
り、記録／再生部は、制御部のコマンドに基づき特定の領域への記録再生を行う。記録／
再生部１０は、具体的には、外部との通信を行うインタフェース部１２と、光ディスクへ
データを直接記録したり再生するピックアップ部１１と、ピックアップ部から再生信号を
受信して所望する信号値に復元したり、記録すべき信号を光ディスクへ記録する信号に変
調し送るデータ・プロセッサ１３と、光ディスクから的確に信号を読み出したり、光ディ
スクに信号を的確に書き込むためにピックアップ部１１を制御するサーボ部１４と、管理
情報を含んで各種の情報およびデータを一時的に保存するメモリ１５と、この記録／再生
部内の構成要素の制御を司るマイコン１６と、から構成されている。この記録再生装置内
の全ての構成要素は、相互有機的に結合されている。
【００６９】
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　本発明による光ディスクの記録再生プロセスについて詳細に説明すると、下記のとおり
である。まず、光ディスクが記録再生装置内に挿入されれば、この光ディスク内の既に設
定された管理エリア内に記録された最新のディスクトラック情報を読み出し、記録／再生
部内のメモリ１５に一時保存する。このマイコン１６は、トラック情報および他の管理情
報の記録およびアップデートを制御する。併せて、ディスクトラック情報内には、最新の
ディスク使用状態が記録されているので、特に、特定のトラックの開始アドレス情報、デ
ータが記録された最後のアドレス情報（ＬＲＡ）、およびディスク内の特定区間のセッシ
ョン情報を読み出す。そして、これらの読み出した情報からディスクの特定領域の記録済
みもしくは未記録状態並びにセッションの終了有無が確認可能になる。これらの情報は、
光ディスクの記録再生時に活用される。
【００７０】
　制御部２０は、光ディスク内のへの記録または、特定領域からの再生をしようとする場
合、この情報を記録再生コマンドとして記録を所望する特定領域の位置情報と共に記録／
再生部１０に送る。記録／再生部内のマイコン１６は、この記録コマンドを受信した後、
メモリ１５に保存しておいたディスクトラック情報から制御部２０が記録を所望する光デ
ィスク内の特定領域の記録情報を精度よく確認することができる。この結果、制御部２０
の所望する記録再生コマンドを実行することが可能になる。
【００７１】
　本発明にかかる追記型光ディスクの管理情報の記録方法によれば、物理的欠陥管理が行
われる光ディスク上にトラック情報を記録することが可能になる。また、ディスクトラッ
ク情報内にセッション情報を記録することにより、セッション情報の記録のために別の物
理的領域を割り当てることなく再生専用規格との互換性を保つことができるようになる。
しかも、本発明の構造および整列方法を活用することにより、効率の良いトラック情報の
アップデートが可能になる。従って、結果として、新たな異なる物理的構造を有する追記
型光ディスクにおいても、管理情報の効率よい管理が可能になる。
【００７２】
　本発明の技術的な範囲を逸脱しない範囲内で各種の変更および変形的な使用が可能であ
るということは、本発明の技術分野における当業者にとっては自明なことである。よって
、本発明の請求の範囲およびその均等な範囲内での変形的な使用は、本発明に属すること
を明らかにする。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、本発明は追記型光ディスクに利用することができる。特に、追記型光ディス
クにおけるディスク管理情報を記録する方法および装置に関する。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　記録／再生部
　１１　ピックアップ
　１３　データプロセッサ
　１５　メモリ
　１６　マイコン
　２０　コントローラ
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