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(57)【要約】
【課題】ディスク型の記録媒体の破損部分の記録情報を
補完情報により補完しながら、該記録媒体の記録情報を
正常に再生することができ、かつ有用な補完情報を常に
保持することができるディスク装置を提供する。
【解決手段】光ディスクの破損部分の記録情報を補完す
る補完情報をサーバから取得して、記憶部の保存領域に
保存し、該補完情報により破損部分の記録情報を補完し
つつ、光ディスクの記録情報の再生を行う。保存領域中
の空き領域の容量が取得した新たな補完情報を保存する
のに必要な容量未満である場合に、保存領域に保存して
いる補完情報の最終参照時からの経過時間と参照回数と
取得所要費用とに基づいて、該補完情報の有用度を評価
し、該有用度が低い順に補完情報を保存領域から削除し
て、空き領域を拡大し、該空き領域に新たな補完情報を
保存する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクに記録された映像や音声の情報を読み取って再生するディスク装置において
、
　光ディスクの情報を正常に読み取れない破損部分に記録された情報を補完する補完情報
を格納したサーバから、該補完情報をネットワーク通信により取得する取得手段と、
　前記補完情報により光ディスクの前記破損部分に記録された情報を補完しながら、光デ
ィスクに記録された情報の再生を行う制御手段と、
　前記取得手段により取得した前記補完情報と、前記破損部分および前記補完情報の管理
と前記破損部分の情報補完とを行うための管理情報とを、保存する保存領域が設けられた
記憶手段と、
　前記保存領域に保存している情報を選択して強制的に保持するように設定する設定手段
と、を備え、
　前記制御手段は、光ディスクから情報を正常に読み取れなくなったときに、該当する前
記破損部分の前記補完情報を前記サーバから前記取得手段により取得し、前記保存領域中
の情報を保存していない空き領域の容量が、該取得した新たな前記補完情報を保存するの
に必要な容量未満である場合に、前記保存領域に保存している前記補完情報の最終参照時
からの経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて、該補完情報の有用度と該補完情
報に対応する前記管理情報に含まれた破損部分情報の有用度をそれぞれ評価し、先ず前記
補完情報を有用度が低い順に前記保存領域から削除して前記空き領域を拡大し、次に前記
破損部分情報を有用度が低い順に前記保存領域から削除して前記空き領域を拡大し、前記
空き領域の容量が前記必要な容量以上になったときに、分散している前記空き領域を連続
するようにまとめて、該空き領域に前記新たな補完情報を保存することを特徴とするディ
スク装置。
【請求項２】
　ディスク型の記録媒体に記録された情報を読み取って再生するディスク装置において、
　前記記録媒体の情報を正常に読み取れない破損部分に記録された情報を補完する補完情
報を、外部から取得する取得手段と、
　前記補完情報を保存する保存領域が設けられた記憶手段と、
　前記保存領域に保存している前記補完情報により前記記録媒体の前記破損部分に記録さ
れた情報を補完しながら、該記録媒体に記録された情報の再生を行う制御手段と、を備え
、
　前記制御手段は、前記保存領域中の情報を保存していない空き領域の容量が前記取得手
段により取得した新たな前記補完情報を保存するのに必要な容量未満である場合に、前記
保存領域に保存している前記補完情報の最終参照時からの経過時間と参照回数と取得所要
費用とに基づいて、該補完情報の有用度を評価し、該有用度が低い順に前記補完情報を前
記保存領域から削除して、前記空き領域を拡大し、前記空き領域の容量が前記必要な容量
以上になると、前記新たな補完情報を前記空き領域に保存することを特徴とするディスク
装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のディスク装置において、
　前記制御手段は、前記保存領域中の前記空き領域の容量が前記必要な容量未満である場
合に、前記記録媒体単位で前記保存領域に保存している前記補完情報の有用度を評価し、
該有用度が低い順に前記記録媒体単位で前記補完情報を前記保存領域から削除して、前記
空き領域を拡大することを特徴とするディスク装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載のディスク装置において、
　前記制御手段は、前記破損部分および前記補完情報の管理と、前記破損部分の情報補完
とを行うための管理情報を、前記保存領域に保存し、前記保存領域中の前記空き領域の容
量が前記必要な容量未満である場合に、前記保存領域に保存している前記補完情報の最終
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参照時からの経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて、該補完情報に対応する前
記管理情報に含まれた破損部分情報の有用度を評価し、該有用度が低い順に前記破損部分
情報を前記保存領域から削除して、前記空き領域を拡大することを特徴とするディスク装
置。
【請求項５】
　請求項４に記載のディスク装置において、
　前記制御手段は、前記保存領域中の前記空き領域の容量が前記必要な容量未満である場
合に、前記記録媒体単位で前記保存領域に保存している前記破損部分情報の有用度を評価
し、該有用度が低い順に前記記録媒体単位で前記破損部分情報を前記保存領域から削除し
て、前記空き領域を拡大することを特徴とするディスク装置。
【請求項６】
　請求項２ないし請求項５のいずれかに記載のディスク装置において、
　前記制御手段は、前記保存領域からの情報削除により、前記保存領域中の前記空き領域
の容量が前記必要な容量以上になると、分散している前記空き領域を連続するようにまと
めて、該空き領域に前記新たな補完情報を保存することを特徴とするディスク装置。
【請求項７】
　請求項２ないし請求項６のいずれかに記載のディスク装置において、
　前記保存領域に保存している情報を選択して強制的に保持するように設定する設定手段
を設けたことを特徴とするディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスク型の記録媒体に記録された情報を読み取って再生するディスク装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ディスク型の記録媒体（以下、「ディスク」という。）に記録された映像や音声等の情
報を、光学的または磁気的に読み取って再生するディスク装置がある。ディスクに傷や欠
陥等がある場合、ディスク装置はディスクの該当する部分から情報を正常に読み取って再
生できなくなる。
【０００３】
　上記の読み取りエラーの対策として、下記の特許文献１および特許文献２では、光磁気
ディスクやハードディスク等のディスクに欠陥セクタが存在する場合に、該欠陥セクタの
代替先となる代替セクタを同一ディスク内または別のメモリ等に設けている。そして、デ
ィスクに情報を記録する際に、欠陥セクタに記録する情報を代替セクタに記録している。
また、ディスクから情報を再生する際に、代替セクタに記録されている情報をアクセス速
度の速いメモリ等に記録し、該メモリから情報を読み取って、欠陥セクタに対応する情報
を補完している。
【０００４】
　一方、下記の特許文献３では、光磁気ディスク等のディスクに記録した情報と同一の情
報を、カセットテープのバックアップ領域に記録し、ディスクから情報を読み出せなくな
ったときに、バックアップ領域に記録した情報をディスクに再記録している。また、ディ
スクの空き領域が不足したときに、予め設定された条件に合うアクセス頻度が低くなった
情報をディスクから削除し、バックアップ領域に記録した同一の情報を同じカセットテー
プの記録保管領域に移動し、ディスクに形成された空き領域に別の情報を記録している。
上記情報の削除条件として、例えば記録日が古いことや当面使用予定がないこと等が挙げ
られている。
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１６７２５０号公報
【特許文献２】特開２００２－１５０６９９号公報
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【特許文献３】特開平１０－３４１３８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した特許文献１～３のディスク装置では、ディスクに記録された情報が当該ディス
ク装置で記録した情報でない場合、ディスクに情報を正常に読み取れない破損部分がある
と、該破損部分の記録情報を補完する情報を代替セクタやメモリ等に保持していないため
、正常に再生できなくなる。また、補完情報を記録するディスクやカセットテープ等の記
録領域に空き領域が不足した場合、有用な新しい補完情報を記録することができなくなる
。
【０００７】
　本発明は、上述した問題点を解決するものであって、その課題とするところは、ディス
ク型の記録媒体の破損部分の記録情報を補完情報により補完しながら、該記録媒体の記録
情報を正常に再生することができ、かつ有用な補完情報を常に保持することができるディ
スク装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、ディスク型の記録媒体に記録された情報を読み取って再生するディスク装置
において、記録媒体の情報を正常に読み取れない破損部分に記録された情報を補完する補
完情報を、外部から取得する取得手段と、補完情報を保存する保存領域が設けられた記憶
手段と、保存領域に保存している補完情報により前記記録媒体の破損部分に記録された情
報を補完しながら、該記録媒体に記録された情報の再生を行う制御手段とを備え、制御手
段は、保存領域中の情報を保存していない空き領域の容量が取得手段により取得した新た
な補完情報を保存するのに必要な容量未満である場合に、保存領域に保存している補完情
報の最終参照時からの経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて、該補完情報の有
用度を評価し、該有用度が低い順に補完情報を保存領域から削除して、空き領域を拡大し
、空き領域の容量が必要な容量以上になると、新たな補完情報を空き領域に保存する。上
記において、「参照」は情報に対するアクセスと同義である。「有用度」は、保存領域に
保存している情報の有用性の度合いのことである。
【０００９】
　このようにすると、ディスク型の記録媒体の記録情報が別の装置で記録された情報であ
って、該記録媒体に破損部分がある場合でも、該破損部分の記録情報に対応する補完情報
を外部から取得手段により取得して、記憶手段の保存領域に保存するので、該補完情報に
より破損部分の記録情報を補完しながら、記録媒体の記録情報を正常に再生することがで
きる。また、保存領域中の空き領域が新たな補完情報を保存できない程不足した場合に、
保存している補完情報の有用度を最終参照時からの経過時間と参照回数と取得所要費用と
に基づいて評価するので、補完情報の有用度を非参照時間および参照頻度による減衰と再
取得所要費用とを考慮して、総合的に詳しく評価することができる。そして、有用度が低
い補完情報を保存領域から削除して、空き領域を十分に拡大すると、該空き領域に新たな
補完情報を保存するので、有用な補完情報を保存領域に常に保持することができる。特に
、再参照される可能性が高い有用な補完情報や取得所要費用の高い有用な補完情報の削除
を防止することができるので、該補完情報の再取得発生頻度と再取得所要費用を低く抑え
ることが可能となる。また、再生頻度が高い記録媒体の記録情報を再生する際に、該記録
媒体の破損部分の記録情報を保存領域に保存している対応した有用な補完情報により補完
することができるので、該補完情報を再生の度に取得手段により外部から取得する必要が
なく、記録媒体の記録情報の再生を正常かつ円滑に行うことが可能となる。
【００１０】
　また、本発明の一実施形態では、上記ディスク装置において、制御手段は、保存領域中
の空き領域の容量が前記必要な容量未満である場合に、記録媒体単位で保存領域に保存し
ている補完情報の有用度を評価し、該有用度が低い順に記録媒体単位で補完情報を保存領
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域から削除して、空き領域を拡大する。
【００１１】
　このようにすると、記録媒体単位で有用な補完情報を保存領域に常に保持することがで
きるので、対応する記録媒体の記録情報の再生の際に、該記録媒体の全破損部分の記録情
報を対応する補完情報によりそれぞれ迅速に補完して、再生を正常かつ円滑に行うことが
可能となる。また、記録媒体単位で有用でない補完情報を一括して保存領域から削除する
ことができるので、削除する補完情報数が多い程、保存領域中の空き領域を一度に大幅か
つ連続的に拡大することが可能となる。このため、新しい補完情報を保存領域中の空き領
域に連続的に記録することができ、記録媒体の記録情報の再生の際に、補完情報を保存領
域から連続的に読み取って、対応する破損部分の記録情報を円滑に補完することが可能と
なる。
【００１２】
　また、本発明の一実施形態では、上記ディスク装置において、制御手段は、破損部分お
よび補完情報の管理と、前記破損部分の情報補完とを行うための管理情報を、保存領域に
保存し、保存領域中の空き領域の容量が前記必要な容量未満である場合に、保存領域に保
存している補完情報の最終参照時からの経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて
、該補完情報に対応する管理情報に含まれた破損部分情報の有用度を評価し、該有用度が
低い順に破損部分情報を保存領域から削除して、空き領域を拡大する。
【００１３】
　このようにすると、有用度が低い破損部分情報を保存領域から削除するので、有用な破
損部分情報を保存領域に常に保持することができる。また、補完情報を全て保存領域から
削除しても、なお保存領域中の空き領域の容量が不足している場合に、有用度が低い破損
部分情報を保存領域から削除して、空き領域を拡大し、新たな有用な補完情報を保存する
ことができる。
【００１４】
　また、本発明の一実施形態では、上記ディスク装置において、制御手段は、保存領域中
の空き領域の容量が前記必要な容量未満である場合に、記録媒体単位で保存領域に保存し
ている破損部分情報の有用度を評価し、該有用度が低い順に記録媒体単位で破損部分情報
を保存領域から削除して、空き領域を拡大する。
【００１５】
　このようにすると、記録媒体単位で有用な破損部分情報を保存領域に常に保持すること
ができるので、対応する記録媒体の記録情報の再生の際に、該記録媒体の全破損部分の記
録情報を対応する破損部分情報に基づいて補完情報によりそれぞれ補完し、再生を正常に
行うことが可能となる。また、記録媒体単位で有用でない破損部分情報を一括して保存領
域から削除することができるので、削除する破損部分情報数が多い程、保存領域中の空き
領域を一度に大幅かつ連続的に拡大することが可能となる。
【００１６】
　また、本発明の一実施形態では、上記ディスク装置において、制御手段は、前記保存領
域からの情報削除により、保存領域中の空き領域の容量が前記必要な容量以上になると、
分散している空き領域を連続するようにまとめて、該空き領域に新たな補完情報を保存す
る。
【００１７】
　このようにすると、保存領域からの補完情報や破損部分情報の削除により、保存領域中
の空き領域が分散した状態で拡大されても、該分散した空き領域をまとめて、新しい補完
情報を確実に連続的に記録することができる。このため、記録媒体の記録情報の再生の際
に、補完情報を保存領域から確実に連続的に読み取って、対応する破損部分の記録情報を
常に円滑に補完することが可能となる。
【００１８】
　また、本発明の一実施形態では、上記ディスク装置において、前記保存領域に保存して
いる情報を選択して強制的に保持するように設定する設定手段を設ける。



(6) JP 2008-108373 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

【００１９】
　このようにすると、有用度の評価結果に関係なく、再参照が確実で絶対に残したい必要
な補完情報や破損部分情報の削除を確実に防止することができる。
【００２０】
　さらに、本発明の一実施形態では、光ディスクに記録された映像や音声の情報を読み取
って再生するディスク装置において、光ディスクの情報を正常に読み取れない破損部分に
記録された情報を補完する補完情報を格納したサーバから、該補完情報をネットワーク通
信により取得する取得手段と、補完情報により光ディスクの破損部分に記録された情報を
補完しながら、光ディスクに記録された情報の再生を行う制御手段と、取得手段により取
得した補完情報と、破損部分および補完情報の管理と破損部分の情報補完とを行うための
管理情報とを、保存する保存領域が設けられた記憶手段と、前記保存領域に保存している
情報を選択して強制的に保持するように設定する設定手段とを備え、制御手段は、光ディ
スクから情報を正常に読み取れなくなったときに、該当する破損部分の補完情報をサーバ
から取得手段により取得し、保存領域中の情報を保存していない空き領域の容量が、該取
得した新たな前記補完情報を保存するのに必要な容量未満である場合に、保存領域に保存
している補完情報の最終参照時からの経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて、
該補完情報の有用度と該補完情報に対応する管理情報に含まれた破損部分情報の有用度を
それぞれ評価し、先ず補完情報を有用度が低い順に保存領域から削除して空き領域を拡大
し、次に前記破損部分情報を有用度が低い順に前記保存領域から削除して空き領域を拡大
し、空き領域の容量が前記必要な容量以上になったときに、分散している空き領域を連続
するようにまとめて、該空き領域に新たな補完情報を保存する。
【００２１】
　このようにすると、光ディスクの破損部分の記録情報に対応する補完情報を、サーバか
らネットワーク通信により取得して、保存領域に保存するので、該補完情報により破損部
分の記録情報を補完しながら、光ディスクの記録情報を正常に再生することができる。ま
た、保存領域中の空き領域が不足した場合に、保存している補完情報と破損部分情報の有
用度を、最終参照時からの経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて評価するので
、補完情報の非参照時間および参照頻度による減衰と再取得所要費用とを考慮して、補完
情報と破損部分情報の有用度を総合的に詳しく評価することができる。そして、有用度が
低い補完情報を削除して、また必要に応じて有用度が低い破損部分情報を削除して、空き
領域を十分に拡大すると、該空き領域に新たな補完情報を保存するので、有用な補完情報
を保存領域に常に保持することができる。特に、再参照の可能性が高い有用な補完情報と
破損部分情報や、取得所要費用の高い有用な補完情報と破損部分情報の削除を防止するこ
とができるので、該情報の再取得発生頻度と再取得所要費用を低く抑えることと、サーバ
との非効率な通信の発生を防止することが可能になる。また、再生頻度が高い光ディスク
の記録情報を再生する際に、該光ディスクの破損部分の記録情報を保存領域に保存してい
る対応する有用な補完情報により補完することができるので、該補完情報を再生の度にサ
ーバから取得する必要がなく、光ディスクの記録情報の再生を正常かつ円滑に行うことが
可能となる。また、保存領域からの補完情報や破損部分情報の削除により、保存領域中の
空き領域が分散した状態で拡大されても、該分散した空き領域を連続するようにまとめる
ので、新しい補完情報を空き領域に確実に連続的に記録することができる。このため、光
ディスクの記録情報の再生の際に、補完情報を保存領域から確実に連続的に読み取って、
対応する破損部分の記録情報を常に円滑に補完することが可能となる。さらに、保存領域
に保存している情報のうち、再参照が確実で絶対に残したい必要な補完情報や破損部分情
報を強制的に保持するように設定することで、有用度の評価結果に関係なく、該補完情報
や破損部分情報の削除を確実に防止することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、ディスク型の記録媒体の破損部分の記録情報に対応する補完情報を、
外部から取得して、記憶手段の保存領域に保存するので、該補完情報により破損部分の記
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録情報を補完しながら、記録媒体の記録情報を正常に再生することができる。また、保存
領域中の空き領域が不足した場合に、保存している補完情報の有用度を評価して、有用度
が低い補完情報を削除することにより、拡大された空き領域に新たな補完情報を保存する
ので、有用な補完情報を常に保持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、本発明の実施形態に係るディスク装置１０のブロック図である。ディスク装置
１０は、ハードディスク搭載光ディスクレコーダから構成されている。ディスク装置１０
の制御部１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性メモリ、タイマ等から構成されている
。制御部１は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、および不揮発性メモリに記憶されたプログラムとデータ
に基づいて、ディスク装置１０の各部を制御する。また、制御部１は、タイマにより日付
と時間を計数する。信号処理部２は、ＭＰＥＧ符号化・復号回路およびデジタル・アナロ
グ変換回路等から構成されている。光ディスクドライブ３は、光ピックアップやこれの駆
動回路等から構成されている。光ディスクドライブ３は、ＤＶＤやブルーレイディスク等
の光ディスク７に対して映像や音声等の情報を読み書きする。光ディスク７は、ディスク
型の記録媒体の一例である。記憶部４は、ハードディスクから構成されている。操作部５
は、ディスク装置１０の本体に設けられた操作パネル、リモコン、およびリモコン信号受
信回路から構成されている。操作パネルとリモコンには、各種の操作キーが設けられてい
る。通信部６は、ネットワークカードまたはモデム等から構成されている。
【００２４】
　ユーザが光ディスク７を光ディスクドライブ３に装着して、操作部５のキー操作により
再生を指示すると、制御部１は、光ディスクドライブ３により光ディスク７に記録された
映像や音声の情報を読み取って、信号処理部２により再生し、テレビ２０へ出力する。詳
しくは、光ディスク７から読み出したＭＰＥＧ形式で圧縮されたデジタルのデータを、信
号処理部２により復号して、アナログの映像信号や音声信号を再生し、テレビ２０へ出力
する。また、制御部１は、内蔵メモリや記憶部４に記録された画像データを、信号処理部
２によりオンスクリーン表示できるように処理して、テレビ２０へ出力する。テレビ２０
は、ディスク装置１０にケーブル等により接続されている。テレビ２０は、信号処理部２
から入力された映像信号に基づく映像を内蔵するディスプレイに表示し、信号処理部２か
ら入力された音声信号に基づく音声を内蔵するスピーカから出力する。
【００２５】
　ディスク装置１０とサーバ３０は、インターネットやローカルエリアネットワークやホ
ームネットワーク等のネットワークに接続されている。サーバ３０は、内蔵する記憶装置
に設けられた格納領域に、光ディスク７に記録された情報を補完する補完情報を格納して
いる。サーバ３０は、１台だけ設置されていてもよいし、複数台設置されていてもよい。
制御部１は、光ディスク７から情報を正常に読み取れなくなった読み取りエラー時に、該
光ディスク７に対応する補完情報を格納したサーバ３０と通信部６によりネットワーク通
信を行う。光ディスク７に対応する補完情報を格納したサーバ３０のアドレスは、例えば
光ディスク７に記録されていて、光ディスクドライブ３により読み取る。これ以外に、上
記サーバ３０のアドレスを、例えば光ディスク７の説明書に記載しておき、操作部５のキ
ー操作によりディスク装置１０に入力するようにしてもよい。
【００２６】
　そして、制御部１は、光ディスク７の識別情報であるＩＤと、該光ディスク７の情報を
正常に読み取れない破損部分のアドレスとをサーバ３０に送信する。光ディスク７のＩＤ
は、例えば光ディスク７に記録されていて、光ディスクドライブ３により読み取る。サー
バ３０は、ディスク装置１０から光ディスク７のＩＤと破損部分のアドレスとを受信する
と、該光ディスク７の破損部分に対応する補完情報のサーバ３０内の格納位置を光ディス
ク装置１０に通知する。サーバ３０内の格納位置とは、サーバ３０に内蔵された記憶装置
の格納領域のアドレスのことである。制御部１は、サーバ３０から通知されたサーバ３０
内の格納位置から補完情報を取得して、記憶部４に設けられた保存領域４ａに保存する。
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【００２７】
　また、制御部１は、光ディスク７の破損部分および補完情報の管理と破損部分の情報補
完とを行うための管理情報も、保存領域４ａに保存する。そして、制御部１は、保存領域
４ａに保存された管理情報に基づいて、保存領域４ａから補完情報を読み取って、該補完
情報により光ディスク７の破損部分の記録情報を補完しながら、光ディスク７の記録情報
の再生を行う。また、制御部１は、保存領域４ａに保存している補完情報の最終参照時か
らの経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて、該補完情報の有用度と、該補完情
報に対応する管理情報に含まれた破損部分情報の有用度をそれぞれ評価する。参照は、情
報に対するアクセスと同義である。有用度は、保存領域４ａに保存している情報の有用性
の度合いのことである。
【００２８】
　制御部１は、本発明における制御手段の一実施形態を構成する。制御部１と通信部６は
、本発明における取得手段の一実施形態を構成する。記憶部４は、本発明における記憶手
段の一実施形態を構成する。制御部１と操作部５は、本発明における設定手段の一実施形
態を構成する。
【００２９】
　図２は、破損部分情報管理テーブルを示す図である。図３は、一の光ディスク７に対応
する破損部分情報テーブルを示す図である。図４は、一の光ディスク７に対応する補完情
報を示す図である。破損部分情報管理テーブルおよび破損部分情報テーブルの情報と破損
部分補完情報は、制御部１により保存領域４ａに保存される。破損部分情報管理テーブル
および破損部分情報テーブルの情報は、上述した管理情報を構成する。
【００３０】
　図２の破損部分情報管理テーブルは、光ディスク７単位で破損部分情報テーブルの情報
を管理するものである。「破損部分情報　保持数」は、破損部分情報テーブルに含まれる
破損部分情報の数を示している。「Ｄｉｓｃ＿ＩＤ［１］～［ｎ］」は、破損部分を検出
した光ディスク７のＩＤを示している。「ｔａｂｌｅ＿ｐｏｉｎｔ［１］～［ｎ］」は、
各光ディスク７に対応する破損部分情報テーブルの情報の保存領域４ａにおける保存位置
を示している。
【００３１】
　図３の破損部分情報テーブルは、一の光ディスク７に対応する全破損部分情報と全補完
情報とを管理するものである。「Ｄｉｓｃ＿ＩＤ［１］」は、本破損部分情報テーブルが
ＩＤ［１］の光ディスク７に対応するものであることを示している。「補完情報格納サー
バアドレス」は、ＩＤ［１］の光ディスク７に対応する補完情報を格納したサーバ３０の
アドレスを示している。「実効データ転送レート」は、対応する補完情報をサーバ３０か
ら取得するときの実際の転送レートを示している。「マップ要素数」は、「マッピングテ
ーブル」に含まれる破損部分情報の数を示している。「マッピングテーブル」の各行に記
録されている情報が、各破損部分情報である。破損部分情報は、光ディスク７の破損部分
と該破損部分に対応する保存領域４ａに保存した補完情報とを管理するものである。破損
部分情報は、光ディスク７毎にまとめて保存領域４ａに保存されている。
【００３２】
　破損部分情報に含まれる「ａｄｄｒｅｓｓ［１］～［ｎ］」は、ＩＤ［１］の光ディス
ク７にある各破損部分のアドレスを示している。「ｄａｔａ＿ｐｏｉｎｔ［１］～［ｎ］
」は、各破損部分に対応する補完情報の保存領域４ａにおける保存位置を示している。「
ｄａｔａ＿ｓｉｚｅ［１］～［ｎ］」は、各補完情報のデータサイズ（容量）を示してい
る。「参照回数［１］～［ｎ］」は、各補完情報を保存領域４ａに保存してから現在まで
に参照した回数を示している。補完情報を保存領域４ａに保存した直後は、参照回数は１
回となる。「最終参照時刻［１］～［ｎ］」は、各補完情報を参照した最終（最近）時刻
を示している。補完情報を保存領域４ａに保存した直後は、最終参照時刻は該保存完了時
刻となる。「ｌｏｃｋ」または「ｕｎｌｏｃｋ」は、保存領域４ａに保存している各補完
情報および各破損部分情報を、削除しないように強制的に保持するかまたは保持しないか
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を示している。操作部５のキー操作により、保存領域４ａに保存している全ての補完情報
および破損部分情報がテレビ２０のディスプレイにオンスクリーン表示され、いずれかの
補完情報および破損部分情報が選択されて、強制的に保持するか否が設定される。
【００３３】
　図４はＩＤ［１］の光ディスク７の各破損部分に対応する補完情報である。「Ｄａｔａ
＿［１］～［ｎ］」は、図３の「マッピングテーブル」の「ｄａｔａ＿ｐｏｉｎｔ［１］
～［ｎ］」でそれぞれ示される補完情報である。補完情報は、光ディスク７毎にまとめて
保存領域４ａに保存されている。存在する破損部分に対応する補完情報を保存領域４ａに
保持している光ディスク７の記録情報を再生する際、制御部１は、破損部分に到ると、破
損部分管理情報テーブルの情報と破損部分情報テーブルの情報を順に参照して、該破損部
分に対応する補完情報を保存領域４ａから読み取り、該補完情報により破損部分の記録情
報を補完しながら再生を続ける。
【００３４】
　一般的に、光ディスク７は入手直後に頻繁に使用され、時間が経過するのに伴い使用頻
度が低くなるというように、使用率に減少傾向が見られる。また、光ディスク７の使用率
は、ある時期までは極端に低下し、ある時期を越えると以降は緩やかに低下するため、比
例関数的な減少傾向をとらない。このような光ディスク７の使用率Ｐを最終参照時からの
経過時間Ｄｔを変数として関数表現する場合、例えば確率１－ｐで発生する独立事象と捉
えた指数関数：Ｐ＝ｐ＾Ｄｔ・（１－ｐ）、または対数関数：Ｐ＝－ｌｏｇａ（Ｄｔ）等
が候補として挙げられる。保存領域４ａに保存している補完情報と破損部分情報の参照率
も上記のように変化すると考えられるため、上記関数を適用して、該補完情報と破損部分
情報の有用度を算出して評価する。
【００３５】
　図５は、補完情報の有用度の評価式と変化を示す図である。本例では、保存領域４ａに
保存している各補完情報の有用度αを、図５と次に示す評価式により算出する。
　α＝｛（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ｝＾Ｄｔ×Ｄｓｉｚｅ÷Ｔｒａｔｅ

　上記評価式において、ａは補完情報の参照確率の初期値を規定する定数である。ｎは有
用度αの階調を規定する定数である。定数ａ、ｎは０以上であり、定数ｎは定数ａ以上で
ある。補完情報参照回数Ｒｅｆｃｎｔ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｕｎｔの略）は、評価
する補完情報の実際の参照回数がｎ－ａより小さい場合は、該実際の参照回数と同値にし
、実際の参照回数がｎ－ａ以上の場合は、ｎ－ａ－１にする。このように条件分けしてい
るのは、（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎを０より大きくかつ１より小さくするためである（０
＜（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ＜１）。補完情報最終参照時からの経過時間Ｄｔは、補完情
報の最終参照時刻から有用度の演算実施時刻までの時間である。評価する補完情報の実際
の参照回数、最終参照時刻、補完情報サイズＤｓｉｚｅ、および実効データ転送レートＴ

ｒａｔｅは、該補完情報に対応する破損部分情報テーブル（図３）の該当箇所から読み出
す。有用度の演算実施時刻は、制御部１に内蔵されるタイマを参照して検出する。
【００３６】
　また、右辺の第１項の｛（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ｝＾Ｄｔは、経過時間Ｄｔにおける
補完情報の参照確率である。参照回数Ｒｅｆｃｎｔを加算しているのは、補完情報の参照
回数が多くなる程、有用度αが高くなるからである。定数ｎで除算しているのは、有用度
αの階調を評価し易い所定の範囲（例えば、０～５１２または２ステップ等）にするため
である。経過時間Ｄｔをべき指数にしているのは、ある時点における参照確率が直前の参
照確率に依存していると仮定し、参照確率を経過時間Ｄｔに伴って減少させるためである
。右辺の第２、３項の補完情報サイズＤｓｉｚｅ÷実効データ転送レートＴｒａｔｅは、
補完情報をサーバ３０から取得する際の取得所要時間（通信時間）である。補完情報をサ
ーバ３０から取得する取得所要費用は、取得所要時間に依存するため、取得所要時間を取
得所要費用と見なして演算している。また、補完情報の取得所要費用が高くなる程、有用
度αが高くなるため、右辺の第１項の｛（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ｝＾ＤｔにＤｓｉｚｅ

÷Ｔｒａｔｅを乗算している。
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【００３７】
　上記評価式により、補完情報の保存直後は、補完情報の有用度αは、取得所要費用と見
なしたＤｓｉｚｅ÷Ｔｒａｔｅの影響を強く受けて定まる。そしてしばらくすると、有用
度αは、参照確率｛（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ｝＾Ｄｔの影響も徐々に受けて定まり、図
５のグラフのＴｅｒｍ１（Ｒｅｆｃｎｔ＝１、Ｄｔ（１））に示すように、経過時間Ｄｔ
の増加に伴って低くなる。また、有用度αは、Ｔｅｒｍ１（Ｒｅｆｃｎｔ＝１、Ｄｔ（１
））～Ｔｅｒｍ３（Ｒｅｆｃｎｔ＝３、Ｄｔ（３））に示すように参照回数Ｒｅｆｃｎｔ
の増加に伴って高くなる。
【００３８】
　図６は、破損部分の有用度の評価式と変化を示す図である。本例では、保存領域４ａに
保存している各破損部分情報の有用度βを、図６と次に示す評価式により算出する。
　β＝｛（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ｝＾Ｄｔ×Ｄｓｉｚｅ

　この破損部分情報の有用度βの評価式は、補完情報の有用度αの評価式から実効データ
転送レートＴｒａｔｅの演算を省いたものであり、これ以外は上述した通りである。破損
部分情報を取得する取得所要費用は、破損部分情報を得るための保存領域４ａに対する補
完情報の読み出し動作の所要時間に依存する。また、該読み出し動作の所要時間は、読み
出し先のアドレスへのアクセス時間を含まない読み出し動作だけに単純化して考えると、
読み出す補完情報のサイズに比例する。このため、補完情報サイズＤｓｉｚｅを取得所要
費用と見なして、参照確率｛（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ｝＾Ｄｔに乗算している。
【００３９】
　上記評価式により、破損部分情報の保存直後は、破損部分情報の有用度βは、取得所要
費用と見なしたＤｓｉｚｅの影響を強く受けて定まる。そしてしばらくすると、有用度β
は、参照確率｛（ａ＋Ｒｅｆｃｎｔ）／ｎ｝＾Ｄｔの影響も徐々に受けて定まり、図６の
グラフのＴｅｒｍ１（Ｒｅｆｃｎｔ＝１、Ｄｔ（１））に示すように、経過時間Ｄｔの増
加に伴って低くなる。また、有用度βは、Ｔｅｒｍ１（Ｒｅｆｃｎｔ＝１、Ｄｔ（１））
～Ｔｅｒｍ３（Ｒｅｆｃｎｔ＝３、Ｄｔ（３））に示すように参照回数Ｒｅｆｃｎｔの増
加に伴って高くなる。
【００４０】
　上記では、補完情報と破損部分情報の有用度α、βの評価式に指数関数を適用した例を
挙げたが、指数関数に代えて対数関数を適用してもよい。この場合、補完情報と破損部分
情報の有用度α、βの評価式を、例えば図７と図８と次に示すようにする。
　α＝－ｌｏｇａ（Ｄｔ）×Ｔｒａｔｅ÷Ｄｓｉｚｅ÷Ｒｅｆｃｎｔ
　β＝－ｌｏｇａ（Ｄｔ）÷Ｒｅｆｃｎｔ
　上記評価式において、有用度α、βの右辺の第１項の－ｌｏｇａ（Ｄｔ）は、経過時間
Ｄｔにおける補完情報の参照確率である。底ａは１以上である。有用度αの右辺の第２、
３項では、補完情報の取得所要費用と見なす取得所要時間の逆数である実効データ転送レ
ートＴｒａｔｅ÷補完情報サイズＤｓｉｚｅを乗算している。有用度αの右辺の第４項と
有用度βの右辺の第２項では、補完情報の参照回数Ｒｅｆｃｎｔを除算している。上記評
価式により、補完情報と破損部分情報の有用度α、βは、図７および図８のグラフのＴｅ
ｒｍ１（Ｒｅｆｃｎｔ＝１、Ｄｔ（１））に示すように、経過時間Ｄｔの増加に伴って低
くなる。また、有用度α、βは、Ｔｅｒｍ１（Ｒｅｆｃｎｔ＝１、Ｄｔ（１））～Ｔｅｒ
ｍ３（Ｒｅｆｃｎｔ＝３、Ｄｔ（３））に示すように参照回数Ｒｅｆｃｎｔの増加に伴っ
て高くなる。
【００４１】
　図９は、ディスク装置１０で実行される補完情報保存処理の手順を示すフローチャート
である。先ず、制御部１は、記憶部４の保存領域４ａ中の情報を保存していない空き領域
の容量Ｓｅｍｐｔｙを算出する（ステップＳ１）。この後、制御部１は、前述したように
通信部６によりサーバ３０から光ディスク７の破損部分に対応する新たな補完情報Ｄｎｅ

ｗを取得すると（ステップＳ２）、該新しい補完情報Ｄｎｅｗを保存するのに必要な容量
Ｓｎｅｗを算出する（ステップＳ３）。そして、制御部１は、容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓ
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ｎｅｗ以上である（ステップＳ４：ＮＯ）場合は、保存領域４ａ中の空き領域に新たな補
完情報Ｄｎｅｗを保存する（ステップＳ１０）。さらに、制御部１は、保存領域４ａに保
存している管理情報、即ち破損部分情報管理テーブル（図２）と破損部分情報テーブル（
図３）に、新たな補完情報Ｄｎｅｗに対応する破損部分情報を追記して、管理情報を更新
し（ステップＳ１１）、処理を終了する。
【００４２】
　具体的には、ステップＳ１１で制御部１は、新たな補完情報Ｄｎｅｗに対応する光ディ
スク７について既に他の管理情報を保存領域４ａに保持している場合は、例えば該光ディ
スク７に対応する破損部分情報テーブルのマッピングテーブルに新たな補完情報Ｄｎｅｗ

の破損部分情報を追記し、該破損部分情報テーブルのマップ要素数と破損部分情報管理テ
ーブルの破損部分情報の保持数とを更新する。また、新たな補完情報Ｄｎｅｗに対応する
光ディスク７について他の管理情報を保存領域４ａに保持していない場合は、例えば該光
ディスク７に対応する破損部分情報テーブルを作成して、該破損部分情報テーブルの情報
を保存領域４ａに保存し、該破損部分情報テーブルの保存位置と光ディスク７のＩＤとを
破損部分情報管理テーブルに追記して、破損部分情報管理テーブルの破損部分情報の保持
数を更新する。
【００４３】
　一方、ステップＳ４で制御部１は、容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満である（ステ
ップＳ４：ＹＥＳ）場合は、補完情報と破損部分情報の有用度α、βを算出する（ステッ
プＳ５）。図１０は、図９のステップＳ５の有用度算出処理の詳細手順を示すフローチャ
ートである。制御部１は前述した評価式に従って、先ず保存領域４ａに保存している全て
の破損部分情報の有用度βをそれぞれ算出し（ステップＳ２１）、次に保存領域４ａに保
存している全ての補完情報の有用度αをそれぞれ算出する（ステップＳ２２）。そして、
制御部１は、算出した有用度α、βを内蔵するメモリ等に記録して、有用度α、β算出処
理を終了する。
【００４４】
　次に、制御部１は、有用度αが下位の補完情報を削除する（図９のステップＳ６）。図
１１は、図９のステップＳ６の補完情報削除処理の詳細手順を示すフローチャートである
。先ず、制御部１は、保存している全補完情報のうち、最も有用度αが低くて、強制的に
保持することが設定されていない、即ち対応する破損部分情報に「ｌｏｃｋ」が含まれて
いない補完情報を、保存領域４ａから削除する（ステップＳ３１）。次に、制御部１は、
削除した補完情報を未取得状態にするように、該補完情報に対応する破損部分情報を更新
する（ステップＳ３２）。詳しくは、制御部１は、削除した補完情報に対応する破損部分
情報の「ａｄｄｒｅｓｓ［１］～［ｎ］」以外の内容をクリア（消去）する。
【００４５】
　そして、制御部１は、保存領域４ａ中の空き領域の容量Ｓｅｍｐｔｙを再び算出し、該
容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満であって（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、強制保持が
非設定の補完情報を全て削除していない（ステップＳ３４：ＮＯ）場合は、さらに有用度
αが最低で、強制保持が非設定の補完情報を保存領域４ａから削除し（ステップＳ３１）
、ステップＳ３２～Ｓ３４を繰り返し実行する。一方、ステップＳ３３で制御部１は、再
び算出した容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ以上になった（ステップＳ３３：ＮＯ）場合
、または該容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満であって（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、
強制保持が非設定の補完情報を全て削除した（ステップＳ３４：ＹＥＳ）場合は、補完情
報削除処理を終了する。
【００４６】
　次に、制御部１は、容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ以上になっている（図９のステッ
プＳ７：ＮＯ）場合は、保存領域４ａ中の分散している空き領域を連続するようにまとめ
て、保存領域４ａを最適化する（ステップＳ９）。そして、保存領域４ａ中の空き領域に
新たな補完情報Ｄｎｅｗを保存し（ステップＳ１０）、保存領域４ａ中の管理情報に新た
な補完情報Ｄｎｅｗに対応する破損部分情報を追記して、管理情報を更新し（ステップＳ
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１１）、処理を終了する。
【００４７】
　一方、ステップＳ７で制御部１は、容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満である（ステ
ップＳ７：ＹＥＳ）場合は、有用度βが下位の破損部分情報を削除する（ステップＳ８）
。図１２は、図９のステップＳ８の破損部分情報削除処理の詳細手順を示すフローチャー
トである。先ず、制御部１は、保存している全破損部分情報のうち、有用度βが最低で、
強制保持が非設定の破損部分情報を、保存領域４ａの対応する破損部分情報テーブルに含
まれるマッピングテーブルから削除する（ステップＳ４１）。そして、制御部１は、保存
領域４ａ中の空き領域の容量Ｓｅｍｐｔｙを再び算出し、該容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎ

ｅｗ未満である（ステップＳ４２：ＹＥＳ）場合は、さらに有用度βが最低で、強制保持
が非設定の破損部分情報を、保存領域４ａの対応するマッピングテーブルから削除し（ス
テップＳ４１）、ステップＳ４２を繰り返し実行する。
【００４８】
　一方、ステップＳ４２で制御部１は、再び算出した保存領域４ａ中の空き領域の容量Ｓ

ｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ以上になった（ステップＳ４２：ＮＯ）場合は、破損部分情報
を削除したマッピングテーブルを詰めて、該テーブルサイズを縮小し（ステップＳ４３）
、破損部分情報削除処理を終了する。そして、制御部１は、分散している空き領域をまと
めて、保存領域４ａを最適化し（図９のステップＳ９）、該空き領域に新たな補完情報Ｄ

ｎｅｗを保存する（ステップＳ１０）。さらに、制御部１は、保存領域４ａ中の管理情報
に新たな補完情報Ｄｎｅｗに対応する破損部分情報を追記して、管理情報を更新し（ステ
ップＳ１１）、処理を終了する。
【００４９】
　以上のようにすると、光ディスク７の記録情報がディスク装置１０以外の装置で記録さ
れた情報であって、該光ディスク７に破損部分がある場合でも、該破損部分に対応する補
完情報をサーバ３０からネットワーク通信により取得して、記憶部４の保存領域４ａに保
存するので、該補完情報により破損部分の記録情報を補完しながら、光ディスク７の記録
情報を正常に再生することができる。
【００５０】
　また、保存領域４ａ中の空き領域が新たな補完情報を保存できない程不足した場合に、
保存している補完情報と破損部分情報の有用度α、βを、該補完情報の最終参照時からの
経過時間と参照回数と取得所要費用とに基づいて評価するので、補完情報の非参照時間お
よび参照頻度による減衰と再取得所要費用とを考慮して、有用度α、βを総合的に詳しく
評価することができる。
【００５１】
　そして、有用度αが低い補完情報を保存領域４ａから削除して、空き領域を十分に拡大
すると、該空き領域に新たな補完情報を保存するので、有用な補完情報を保存領域４ａに
常に保持することができる。また、有用度βが低い破損部分情報を保存領域４ａから削除
するので、有用な破損部分情報を保存領域４ａに常に保持することができる。さらに、補
完情報を全て保存領域４ａから削除しても、なお保存領域４ａ中の空き領域の容量が不足
している場合に、有用度βの低い破損部分情報を保存領域４ａから削除して、空き領域を
拡大し、新たな補完情報を保存するので、有用な補完情報の常時保持を一層確実にするこ
とができる。
【００５２】
　特に、再参照される可能性が高い有用な補完情報と破損部分情報や、取得所要費用の高
い有用な補完情報と破損部分情報の削除を防止することができるので、該情報の再取得発
生頻度と再取得所要費用を低く抑えることと、サーバ３０との非効率な通信の発生を防止
することが可能になる。また、再生頻度が高い光ディスク７の記録情報を再生する際に、
該光ディスク７の破損部分の記録情報を保存領域４ａに保存している対応した有用な補完
情報により補完することができるので、該補完情報を再生の度にサーバ３０から取得する
必要がなく、光ディスク７の記録情報の再生を正常かつ円滑に行うことが可能となる。
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【００５３】
　また、保存領域４ａからの補完情報や破損部分情報の削除により、保存領域４ａ中の空
き領域が分散した状態で拡大されても、該分散した空き領域をまとめて、保存領域４ａに
新しい補完情報を確実に連続的に記録することができる。このため、光ディスク７の記録
情報の再生の際に、補完情報を保存領域４ａから確実に連続的に読み取って、対応する破
損部分の記録情報を常に円滑に補完することが可能となる。
【００５４】
　さらに、保存領域４ａに保存している情報のうち、再参照が確実で絶対に残したい必要
な補完情報や破損部分情報を強制的に保持するように設定することで、有用度α、βの評
価結果に関係なく、該補完情報や破損部分情報の削除を確実に防止することができる。
【００５５】
　以上では、補完情報と破損部分情報の有用度α、βの評価と保存領域４ａからの削除と
を、情報単位で個別に行った例を挙げたが、これ以外に、光ディスク７単位で行うように
してもよい。図１３は、この場合の補完情報保存処理の手順を示すフローチャートである
。図中、図９と同一ステップには同一符号を付している。制御部１は、保存領域４ａ中の
空き領域の容量Ｓｅｍｐｔｙを算出し（ステップＳ１）、サーバ３０から新たな補完情報
Ｄｎｅｗを取得し（ステップＳ２）、該新しい補完情報Ｄｎｅｗの保存に必要な容量Ｓｎ

ｅｗを算出した（ステップＳ３）後、空き領域の容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満で
ある（ステップＳ４：ＮＯ）場合に、光ディスク７単位で補完情報と破損部分情報の有用
度α、βを算出する（ステップＳ５ａ）。
【００５６】
　図１４は、図１３のステップＳ５ａの有用度α、β算出処理の詳細手順を示すフローチ
ャートである。制御部１は前述した評価式に従って、保存領域４ａに保存している破損部
分情報の有用度βを光ディスク７単位で算出し（ステップＳ２１ａ）、保存領域４ａに保
存している補完情報の有用度αを光ディスク７単位で算出する（ステップＳ２２ａ）。具
体的には、例えば、一の光ディスク７に対応する破損部分情報テーブルの情報（図３）の
中から、最近の補完情報の最終参照時刻、最多の補完情報の参照回数、最大の補完情報の
サイズＤｓｉｚｅ、および実効データ転送レートＴｒａｔｅを抽出する。次に、最近の補
完情報の最終参照時刻から有用度βまたはαの演算開始時刻までの最短の経過時間Ｄｔを
算出する。また、最多の補完情報の参照回数に基づいて、補完情報参照回数Ｒｅｆｃｎｔ
を決定する。そして、前述した評価式に上記値Ｄｔ、Ｒｅｆｃｎｔ、Ｄｓｉｚｅ、Ｔｒａ

ｔｅを当てはめて、一の光ディスク７に対応する破損部分情報と補完情報の有用度β、α
を算出する。他の光ディスク７に対応する破損部分情報と補完情報の有用度β、αについ
ても同様に算出する。これ以外に、例えば各光ディスク７に対応する各破損部分情報と各
補完情報の有用度β、αをそれぞれ算出した後、光ディスク７毎に有用度β、αの平均値
をそれぞれ算出して、該平均値を各光ディスク７に対応する破損部分情報と補完情報の有
用度β、αとしてもよい。
【００５７】
　制御部１は、光ディスク７単位で補完情報と破損部分情報の有用度α、βを算出した後
、該有用度α、βを内蔵するメモリ等に記録して、ディスク単位有用度α、β算出処理を
終了する。次に、制御部１は、光ディスク７単位で有用度αが下位の補完情報を削除する
（図１３のステップＳ６ａ）。図１５は、図１３のステップＳ６ａの補完情報削除処理の
詳細手順を示すフローチャートである。図中、図１１と同一ステップには同一符号を付し
ている。先ず、制御部１は、有用度αが最低で、強制保持が非設定の光ディスク７の補完
情報を、全て保存領域４ａから削除する（ステップＳ３１ａ）。そして、制御部１は、削
除した補完情報に対応する破損部分情報を更新し（ステップＳ３２）、再算出した容量Ｓ

ｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満であって（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、強制保持が非設定
の補完情報を全削除していない（ステップＳ３４：ＮＯ）場合は、ステップＳ３１ａ～Ｓ
３４を繰り返し実行する。また、再算出した容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ以上になっ
た（ステップＳ３３：ＮＯ）場合、または該容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満のまま
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で（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、強制保持が非設定の補完情報を全削除した（ステップＳ
３４：ＹＥＳ）場合は、補完情報削除処理を終了する。
【００５８】
　次に、制御部１は、容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ未満である（図１３のステップＳ
７：ＹＥＳ）場合は、光ディスク７単位で有用度βが下位の破損部分情報を削除する（ス
テップＳ８ａ）。図１６は、図１３のステップＳ８ａの破損部分情報削除処理の詳細手順
を示すフローチャートである。図中、図１２と同一ステップには同一符号を付している。
先ず、制御部１は、有用度βが最低で、強制保持が非設定の光ディスク７の破損部分情報
を、全て保存領域４ａの対応する破損部分情報テーブル中のマッピングテーブルから削除
する（ステップＳ４１ａ）。そして、制御部１は、再算出した容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓ

ｎｅｗ未満である（ステップＳ４２：ＹＥＳ）場合は、ステップＳ４１ａ、Ｓ４２を繰り
返し実行する。また、再算出した容量Ｓｅｍｐｔｙが容量Ｓｎｅｗ以上になった（ステッ
プＳ４２：ＮＯ）場合は、破損部分情報を削除したマッピングテーブルを詰めて、該テー
ブルサイズを縮小し（ステップＳ４３）、破損部分情報削除処理を終了する。この後、制
御部１は、分散している空き領域をまとめて、保存領域４ａを最適化し（図１３のステッ
プＳ９）、該空き領域に新たな補完情報Ｄｎｅｗを保存する（ステップＳ１０）。さらに
、制御部１は、保存領域４ａ中の管理情報に新たな補完情報Ｄｎｅｗに対応する破損部分
情報を追記して、管理情報を更新し（ステップＳ１１）、処理を終了する。
【００５９】
　上記のようにすると、光ディスク７単位で有用な補完情報と破損部分情報を保存領域４
ａに常に保持することができるので、対応する光ディスク７の記録情報の再生の際に、該
光ディスク７の全破損部分の記録情報を、対応する破損部分情報に基づいて、対応する補
完情報によりそれぞれ迅速に補完し、再生を正常かつ円滑に行うことが可能となる。また
、光ディスク７単位で有用でない補完情報と破損部分情報を一括して保存領域４ａから削
除することができるので、削除する情報数が多い程、保存領域４ａ中の空き領域を一度に
大幅かつ連続的に拡大することが可能となる。このため、新しい補完情報を保存領域４ａ
中の空き領域に連続的に記録することができ、光ディスク７の記録情報の再生の際に、補
完情報を保存領域４ａから連続的に読み取って、対応する破損部分の記録情報を円滑に補
完することが可能となる。
【００６０】
　本発明は、以上の実施形態以外にも種々の形態を採用することができる。例えば、以上
の実施形態では、補完情報と破損部分情報の有用度α、βの評価と保存領域４ａからの削
除とを、情報単位で個別に行った例と、光ディスク７単位で行った例とを挙げたが、本発
明はこれのみに限定するものではない。これ以外に、補完情報と破損部分情報のいずれか
一方の有用度の評価と保存領域からの削除とを情報単位で個別に行い、他方の有用度の評
価と保存領域からの削除とをディスク単位で行うようにしてもよい。
【００６１】
　また、以上の実施形態では、光ディスク７の破損部分の記録情報を、ハードディスクか
ら成る記憶部４の保存領域４ａに保存している補完情報により補完した例を挙げたが、本
発明はこれのみに限定するものではない。これ以外に、例えばハードディスクや磁気ディ
スクや光磁気ディスク等のような、ディスク型の記録媒体の破損部分の記録情報を補完情
報により補完するようにしてもよい。また、例えばメモリＩＣやメモリモジュール等のよ
うな記憶手段に保存領域を設けて、破損部分情報を含む管理情報と補完情報を保存するよ
うにしてもよい。
【００６２】
　さらに、以上の実施形態では、ハードディスク搭載光ディスクレコーダから成るディス
ク装置１０に、本発明を適用した例を挙げたが、本発明は、例えば光ディスクレコーダ、
ハードディスクレコーダ、光磁気ディスクレコーダ、若しくはこれらの複合機、またはこ
れらとテレビやビデオデッキ等との複合機等のような、ディスク装置に適用することがで
きる。
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【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施形態に係るディスク装置のブロック図である。
【図２】破損部分情報管理テーブルを示す図である。
【図３】一の光ディスクに対応する破損部分情報テーブルを示す図である。
【図４】一の光ディスクに対応する補完情報を示す図である。
【図５】補完情報の有用度の評価式と変化を示す図である。
【図６】破損部分情報の有用度の評価式と変化を示す図である。
【図７】他の補完情報の有用度の評価式と変化を示す図である。
【図８】他の破損部分情報の有用度の評価式と変化を示す図である。
【図９】補完情報保存処理の手順を示すフローチャートである。
【図１０】有用度算出処理の手順を示すフローチャートである。
【図１１】補完情報削除処理の手順を示すフローチャートである。
【図１２】破損部分情報削除処理の手順を示すフローチャートである。
【図１３】他の補完情報保存処理の手順を示すフローチャートである。
【図１４】他の有用度算出処理の手順を示すフローチャートである。
【図１５】他の補完情報削除処理の手順を示すフローチャートである。
【図１６】他の破損部分情報削除処理の手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
　１　制御部
　４　記憶部
　４ａ　保存領域
　５　操作部
　６　通信部
　７　光ディスク
　１０　ディスク装置
　３０　サーバ
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