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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザデータ領域を有する第１の記録層と第２のユーザデータ領域を有する第２
の記録層とを含む記録媒体を管理する方法であって、
　前記方法は、
　（ａ）前記記録媒体の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）に第１のデータブロックを記録する
ステップであって、該第１のデータブロックは、前記第１のユーザデータ領域の記録単位
のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第１のディスク
使用管理情報を含む、ステップと、
　（ｂ）前記仮欠陥管理領域に第２のデータブロックを前記第１のデータブロックとは別
に記録するステップであって、該第２のデータブロックは、前記第２のユーザデータ領域
の記録単位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第２
のディスク使用管理情報を含む、ステップと、
　（ｃ）前記記録媒体がファイナライズされる時に、最新の第１のディスク使用管理情報
（Ｄ０）および最新の第２のディスク使用管理情報（Ｄ１）を最終欠陥管理領域（ＤＭＡ
）に記録するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記記録媒体は、第１の記録層および第２の記録層を備え、該第１の記録層はＤＭＡ１
ａ乃至４ａを含み、該第２の記録層は該第１の記録層のＤＭＡ１ａ乃至４ａにそれぞれ対
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応するＤＭＡ１ｂ乃至４ｂを含み、
　前記ＤＭＡ１ａおよびＤＭＡ１ｂはＤＭＡ１を構成し、前記ＤＭＡ２ａおよびＤＭＡ２
ｂはＤＭＡ２を構成し、前記ＤＭＡ３ａおよびＤＭＡ３ｂはＤＭＡ３を構成し、前記ＤＭ
Ａ４ａおよびＤＭＡ４ｂはＤＭＡ４を構成し、該ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれは、各
々が８つの記録単位を有する８つの部分に分けられ、
　前記ステップ（ｃ）は、Ｄ０およびＤ１をＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれにおける第
１の部分に記録する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ｃ）は、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ１、Ｄ０の順番にしたがってＤ０およびＤ１を
シーケンシャルに前記最終欠陥管理領域に記録することを特徴とする請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　第１のユーザデータ領域を有する第１の記録層と第２のユーザデータ領域を有する第２
の記録層とを含む記録媒体を管理する方法であって、
　前記方法は、
　（ａ）前記記録媒体から第１のデータブロックを再生し、前記第１のデータブロックに
含まれている第１のディスク使用管理情報に基づいて第１のユーザデータ領域の記録済／
未記録の記録単位を識別するステップであって、該第１のディスク使用管理情報は、前記
第１のユーザデータ領域の記録単位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含
むか否かを指し示す、ステップと、
　（ｂ）前記記録媒体から第２のデータブロックを再生し、前記第２のデータブロックに
含まれている第２のディスク使用管理情報に基づいて第２のユーザデータ領域の記録済／
未記録の記録単位を識別するステップであって、該第２のディスク使用管理情報は、前記
第２のユーザデータ領域の記録単位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含
むか否かを指し示す、ステップと、
　（ｃ）前記記録媒体がファイナライズされた後に、最新の第１のディスク使用管理情報
（Ｄ０）および最新の第２のディスク使用管理情報（Ｄ１）を最終欠陥管理領域（ＤＭＡ
）から再生するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記記録媒体は、第１の記録層および第２の記録層を備え、該第１の記録層はＤＭＡ１
ａ乃至４ａを含み、該第２の記録層は該第１の記録層のＤＭＡ１ａ乃至４ａにそれぞれ対
応するＤＭＡ１ｂ乃至４ｂを含み、
　前記ＤＭＡ１ａおよびＤＭＡ１ｂはＤＭＡ１を構成し、前記ＤＭＡ２ａおよびＤＭＡ２
ｂはＤＭＡ２を構成し、前記ＤＭＡ３ａおよびＤＭＡ３ｂはＤＭＡ３を構成し、前記ＤＭ
Ａ４ａおよびＤＭＡ４ｂはＤＭＡ４を構成し、該ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれは、各
々が８つの記録単位を有する８つの部分に分けられ、
　前記ステップ（ｃ）において、Ｄ０およびＤ１が一つのＤＭＡの第１の部分から再生さ
れる、
　ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ステップ（ｃ）は、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ１、Ｄ０の順番で、前記第１の部分に記録され
ているＤ０およびＤ１を再生することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記記録媒体にある全ての仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）が満杯になる時に、前記記録媒
体がファイナライズされることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のデータブロックおよび前記第２のデータブロックのそれぞれは、前記仮欠陥
管理領域に記録されている欠陥リストの位置を指し示す位置情報を含むことを特徴とする
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請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記記録媒体上のそれぞれの記録単位はクラスタであり、前記第１のデータブロックお
よび前記第２のデータブロックのそれぞれは、１クラスタの大きさであることを特徴とす
る請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のユーザデータ領域を有する第１の記録層と第２のユーザデータ領域を有する第２
の記録層とを含む記録媒体を管理する装置であって、
　前記装置は、
　前記記録媒体からデータを読み出し、および前記記録媒体にデータを記録するように構
成されたピックアップと、
　前記ピックアップに動作可能なように連結され、前記ピックアップを制御して、前記第
１のユーザデータ領域の記録単位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含む
か否かを指し示す第１のディスク使用管理情報を含む第１のデータブロックを前記記録媒
体の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）に記録し、および前記第２のユーザデータ領域の記録単
位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第２のディス
ク使用管理情報を含む第２のデータブロックを前記第１のデータブロックとは別に前記仮
欠陥管理領域に記録するように構成され、並びに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時に、最新の第１のディスク使用管理情報（Ｄ０）および最
新の第２のディスク使用管理情報（Ｄ１）を最終欠陥管理領域（ＤＭＡ）に記録するよう
に構成されたマイクロコンピュータと
　を備えたことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　前記記録媒体は、第１の記録層および第２の記録層を備え、該第１の記録層はＤＭＡ１
ａ乃至４ａを含み、該第２の記録層は該第１の記録層のＤＭＡ１ａ乃至４ａにそれぞれ対
応するＤＭＡ１ｂ乃至４ｂを含み、
　前記ＤＭＡ１ａおよびＤＭＡ１ｂはＤＭＡ１を構成し、前記ＤＭＡ２ａおよびＤＭＡ２
ｂはＤＭＡ２を構成し、前記ＤＭＡ３ａおよびＤＭＡ３ｂはＤＭＡ３を構成し、前記ＤＭ
Ａ４ａおよびＤＭＡ４ｂはＤＭＡ４を構成し、該ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれは、各
々が８つの記録単位を有する８つの部分に分けられ、
　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
ライズされる時に、前記Ｄ０およびＤ１をＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれにおける第１
の部分に記録するように構成された、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　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、Ｄ０、Ｄ０、Ｄ０、Ｄ０
、Ｄ１、Ｄ１、Ｄ１、Ｄ１の順番にしたがってＤ０およびＤ１をシーケンシャルに前記最
終欠陥管理領域に記録するように構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　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、Ｄ０、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ１
、Ｄ０、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ１の順番にしたがってＤ０およびＤ１をシーケンシャルに前記最
終欠陥管理領域に記録するように構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
　　
【請求項１４】
　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、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ０、Ｄ１
、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ０、Ｄ１の順番にしたがってＤ０およびＤ１をシーケンシャルに前記最
終欠陥管理領域に記録するように構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　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、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ１、Ｄ０
の順番にしたがってＤ０およびＤ１をシーケンシャルに前記最終欠陥管理領域に記録する



(4) JP 4547364 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

ように構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　第１のユーザデータ領域を有する第１の記録層と第２のユーザデータ領域を有する第２
の記録層とを含む記録媒体を管理する装置であって、
　前記装置は、
　前記記録媒体からデータを読み出し、および前記記録媒体にデータを記録するように構
成されたピックアップと、
　前記ピックアップに動作可能なように連結され、前記ピックアップを制御して、前記記
録媒体から第１のデータブロックを再生し、および前記第１のユーザデータ領域の記録単
位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第１のディス
ク使用管理情報であって、前記第１のデータブロックに含まれる第１のディスク使用管理
情報に基づいて第１のユーザデータ領域の記録済／未記録の記録単位を識別するように構
成され、並びに前記ピックアップを制御して、前記記録媒体から第２のデータブロックを
再生し、および前記第２のユーザデータ領域の記録単位のそれぞれが、その場所に記録さ
れているデータを含むか否かを指し示す第２のディスク使用管理情報であって、前記第２
のデータブロックに含まれている第２のディスク使用管理情報に基づいて第２のユーザデ
ータ領域の記録済／未記録の記録単位を識別するように構成され、並びに前記ピックアッ
プを制御して、前記記録媒体がファイナライズされた後に、最新の第１のディスク使用管
理情報（Ｄ０）および最新の第２のディスク使用管理情報（Ｄ１）を最終欠陥管理領域（
ＤＭＡ）から再生するように構成された、マイクロコンピュータと
　を備えたことを特徴とする装置。
【請求項１７】
　前記記録媒体は、第１の記録層および第２の記録層を備え、該第１の記録層はＤＭＡ１
ａ乃至４ａを含み、該第２の記録層は該第１の記録層のＤＭＡ１ａ乃至４ａにそれぞれ対
応するＤＭＡ１ｂ乃至４ｂを含み、
　前記ＤＭＡ１ａおよびＤＭＡ１ｂはＤＭＡ１を構成し、前記ＤＭＡ２ａおよびＤＭＡ２
ｂはＤＭＡ２を構成し、前記ＤＭＡ３ａおよびＤＭＡ３ｂはＤＭＡ３を構成し、前記ＤＭ
Ａ４ａおよびＤＭＡ４ｂはＤＭＡ４を構成し、該ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれは、各
々が８つの記録単位を有する８つの部分に分けられ、
　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、前記最終欠陥管理領域の
第１の部分からＤ０およびＤ１を再生するように構成された、
　ことを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　Ｄ０およびＤ１が、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ１、Ｄ０の順番で前記最終欠陥管理領域から再生さ
れることを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記記録媒体にある全ての仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）が満杯になる時に、前記記録媒
体がファイナライズされることを特徴とする請求項１０乃至１８のいずれかに記載の装置
。
【請求項２０】
　前記第１のデータブロックおよび前記第２のデータブロックのそれぞれは、仮欠陥管理
領域に記録されている欠陥リストの位置を指し示す位置情報を含むことを特徴とする請求
項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記記録媒体上のそれぞれの記録単位はクラスタであり、前記第１のデータブロックお
よび前記第２のデータブロックのそれぞれは、１クラスタの大きさであることを特徴とす
る請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　第１のユーザデータ領域を有する第１の記録層と第２のユーザデータ領域を有する第２
の記録層とを含む記録媒体であって、
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　前記記録媒体は、
　前記記録媒体がファイナライズされるまで管理情報を格納する仮欠陥管理領域であって
、前記仮欠陥管理領域は、前記第１のユーザデータ領域の記録単位のそれぞれが、その場
所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第１のディスク使用管理情報を含む第
１のデータブロックを格納し、および前記第２のユーザデータ領域の記録単位のそれぞれ
が、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第２のディスク使用管理情
報を含む第２のデータブロックを前記第１のデータブロックとは別に格納する、仮欠陥管
理領域（ＴＤＭＡ）と、
　前記記録媒体がファイナライズされる時に、最新の第１のディスク使用管理情報（Ｄ０
）および最新の第２のディスク使用管理情報（Ｄ１）を格納する最終欠陥管理領域（ＤＭ
Ａ）と
　を備えたことを特徴とする記録媒体。
【請求項２３】
　前記記録媒体は、第１の記録層および第２の記録層を備え、該第１の記録層はＤＭＡ１
ａ乃至４ａを含み、該第２の記録層は該第１の記録層のＤＭＡ１ａ乃至４ａにそれぞれ対
応するＤＭＡ１ｂ乃至４ｂを含み、
　前記ＤＭＡ１ａおよびＤＭＡ１ｂはＤＭＡ１を構成し、前記ＤＭＡ２ａおよびＤＭＡ２
ｂはＤＭＡ２を構成し、前記ＤＭＡ３ａおよびＤＭＡ３ｂはＤＭＡ３を構成し、前記ＤＭ
Ａ４ａおよびＤＭＡ４ｂはＤＭＡ４を構成し、該ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれは、各
々が８つの記録単位を有する８つの部分に分けられ、
　前記ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれにおける第１の部分は、前記記録媒体がファイナ
ライズされる時に、Ｄ０およびＤ１を格納するように適合された、
　ことを特徴とする請求項２２に記載の記録媒体。
【請求項２４】
　前記第１のディスク使用管理情報および前記第２のディスク使用管理情報は、Ｄ０、Ｄ
１、Ｄ１、Ｄ０の順番にしたがってシーケンシャルに最終欠陥管理領域に記録されること
を特徴とする請求項２３に記載の記録媒体。
【請求項２５】
　前記記録媒体にある全ての仮欠陥管理領域が満杯になる時に、前記記録媒体がファイナ
ライズされることを特徴とする請求項２２乃至２４のいずれかに記載の記録媒体。
【請求項２６】
　前記第１のデータブロックおよび前記第２のデータブロックのそれぞれは、仮欠陥管理
領域に記録されている欠陥リストの位置を指し示す位置情報を含むことを特徴とする請求
項２５に記載の記録媒体。
【請求項２７】
　前記記録媒体上のそれぞれの記録単位はクラスタであり、前記第１のデータブロックお
よび前記第２のデータブロックのそれぞれは、１クラスタの大きさであることを特徴とす
る請求項２６に記載の記録媒体。
【請求項２８】
　前記記録媒体は、追記型記録媒体であることを特徴とする請求項２７に記載の記録媒体
。
【請求項２９】
　第１のユーザデータ領域を有する第１の記録層と第２のユーザデータ領域を有する第２
の記録層とを含む記録媒体を管理する動作を実行するプログラムを格納するコンピュータ
読み取り可能な記録媒体であって、
　前記プログラムは、
　（ａ）前記記録媒体の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）に第１のデータブロックを記録する
ステップであって、該第１のデータブロックは、前記第１のユーザデータ領域の記録単位
のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第１のディスク
使用管理情報を含む、ステップと、
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　（ｂ）前記仮欠陥管理領域に第２のデータブロックを前記第１のデータブロックとは別
に記録するステップであって、該第２のデータブロックは、前記第２のユーザデータ領域
の記録単位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第２
のディスク使用管理情報を含む、ステップと、
　（ｃ）前記記録媒体がファイナライズされる時に、最新の第１のディスク使用管理情報
（Ｄ０）および最新の第２のディスク使用管理情報（Ｄ１）を最終欠陥管理領域（ＤＭＡ
）に記録するステップと
　を実行するようにプログラミングされていることを特徴とするコンピュータ読み取り可
能な記録媒体。
【請求項３０】
　第１のユーザデータ領域を有する第１の記録層と第２のユーザデータ領域を有する第２
の記録層とを含む記録媒体を管理する動作を実行するプログラムであって、
　前記プログラムは、
　（ａ）前記記録媒体の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）に第１のデータブロックを記録する
ステップであって、該第１のデータブロックは、前記第１のユーザデータ領域の記録単位
のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第１のディスク
使用管理情報を含む、ステップと、
　（ｂ）前記仮欠陥管理領域に第２のデータブロックを前記第１のデータブロックとは別
に記録するステップであって、該第２のデータブロックは、前記第２のユーザデータ領域
の記録単位のそれぞれが、その場所に記録されているデータを含むか否かを指し示す第２
のディスク使用管理情報を含む、ステップと、
　（ｃ）前記記録媒体がファイナライズされる時に、最新の第１のディスク使用管理情報
（Ｄ０）および最新の第２のディスク使用管理情報（Ｄ１）を最終欠陥管理領域（ＤＭＡ
）に記録するステップと
　を実行するようにプログラミングされていることを特徴とするプログラム。
【請求項３１】
　前記記録媒体は、第１の記録層および第２の記録層を備え、該第１の記録層はＤＭＡ１
ａ乃至４ａを含み、該第２の記録層は該第１の記録層のＤＭＡ１ａ乃至４ａにそれぞれ対
応するＤＭＡ１ｂ乃至４ｂを含み、
　前記ＤＭＡ１ａおよびＤＭＡ１ｂはＤＭＡ１を構成し、前記ＤＭＡ２ａおよびＤＭＡ２
ｂはＤＭＡ２を構成し、前記ＤＭＡ３ａおよびＤＭＡ３ｂはＤＭＡ３を構成し、前記ＤＭ
Ａ４ａおよびＤＭＡ４ｂはＤＭＡ４を構成し、該ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれは、各
々が８つの記録単位を有する８つの部分に分けられ、
　前記プログラムは、前記記録媒体がファイナライズされる時に、Ｄ０およびＤ１を前記
ＤＭＡ１乃至ＤＭＡ４のそれぞれにおける第１の部分に記録するようにプログラミングさ
れている、
　ことを特徴とする請求項３０に記載のプログラム。
【請求項３２】
　前記プログラムは、
　前記ステップ（ｃ）が、Ｄ０、Ｄ１、Ｄ１、Ｄ０の順番にしたがってＤ０およびＤ１を
シーケンシャルに前記最終欠陥管理領域に記録することを特徴とする請求項３１に記載の
プログラム。
【請求項３３】
　前記プログラムは、前記記録媒体にある全ての仮欠陥管理領域が満杯になる時に、前記
記録媒体をファイナライズするステップ実行するようにプログラミングされていることを
特徴とする請求項３０乃至３２のいずれかに記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、追記型光記録媒体と光記録媒体の管理法方及び装置に関し、特に、追記型光
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記録媒体において管理情報を効率よく記録し管理する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【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使用されている。その
うちでも、近年では、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを長時間記録し
格納することができる新規な高密度光記録媒体（ＨＤ－ＤＶＤ）、例えば、ブルーレイデ
ィスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ）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（Ｂｌｕ－ｒａｙ Ｄｉｓｃ）は、
既存のＤＶＤを遥かに超える容量のデータを格納することができる次世代光記録ソリュー
ションである。ブルーレイディスクは、６５０ｎｍ波長の赤色レーザーを使用する現在の
ＤＶＤに比べて遥かに密な４０５ｎｍ波長の青紫色レーザーを使用する。また、ブルーレ
イディスクは、厚さ１．２ｍｍ、直径１２ｃｍを有し、０．１ｍｍの光透過層を有するた
め、現在のＤＶＤに比べて遥かに大量のデータを格納することができる。
【０００４】
　ブルーレイディスクに関わる各種の標準案が設けられつつあり、書き換え可能なブルー
レイディスク（ＢＤ－ＲＥ）及び追記型ブルーレイディスク（ＢＤ－ＷＯ）に関わる標準
案が開発されつつある。
【０００５】
　図１は、書き換え可能なブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）の記録領域の構造を図式的
に示している。同図に示すように、ＢＤ－ＲＥは、リードイン領域（Ｌｅａｄ－Ｉｎ Ａ
ｒｅａ）と、データ領域（Ｄａｔａ　Ａｒｅａ）、及びリードアウト領域（Ｌｅａｄ－Ｏ
ｕｔ　Ａｒｅａ）とに区画される記録層を含んでいる。また、データ領域内には、ユーザ
データを記録するユーザデータ領域（ｕｓｅｒ ｄａｔａ ａｒｅａ）と、ディスクのイン
ナー・トラック（ｉｎｎｅｒ　ｔｒａｃｋ）及びアウター・トラック（ｏｕｔｅｒ　ｔｒ
ａｃｋ）にそれぞれ割り当てられたインナー・スペア領域（ＩＳＡ０）とアウター・スペ
ア領域（ＯＳＡ０）が備えられている。スペア領域は、リニア・リプレースメント（ｌｉ
ｎｅａｒ ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）方式によりユーザデータ領域内の欠陥領域内のデー
タを代替記録する代替領域として活用される。
【０００６】
　書き換え可能なブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）において、データを記録する途中に
ユーザデータ領域から欠陥領域が検出されると、欠陥領域に記録されたデータをスペア領
域へと転送する動作を行う。また、欠陥領域を管理するための欠陥管理情報として、欠陥
領域及び代替記録された領域などに関わる位置などの情報をリードイン及びリードアウト
領域に備えられた欠陥管理領域（ＤＭＡ１～ＤＭＡ４）に記録する。なお、ＢＤ－ＲＥ内
のいずれの領域にも繰り返し記録したり、消去したりすることが可能であるため、特に記
録方式に拘ることなくランダムにディスクの全域を使用することができるようになる。
【０００７】
　これに対し、追記型ディスク（ＢＤ－ＷＯ）では、ディスクの特定領域への記録が１回
だけ可能であることから、記録方式に多くの制約が伴い、特に、ディスクの全域に対する
ランダムな使用は、事実上、欠陥管理の難しさのため困難である。
【０００８】
　また、ＢＤ－ＷＯでは、特にデータを記録する時における欠陥領域の管理も重要な事案
の一つとされている。しかしながら、ＢＤ－ＷＯは、未だ開発の初期段階であって、ＢＤ
－ＷＯの商業的活用可能性のために必要とされるＢＤ－ＷＯ上の欠陥領域を如何に管理し
、また如何にＢＤ－ＷＯ上に管理情報を記録するかについての体系化した構成（ｓｃｈｅ
ｍｅ）や、ディスク構造、装置及び方法が設けられていない実情である。従って、ＢＤ－
ＷＯのための前述した要求事項を満たし得る統一した規格が必要であるが、現に提案され
ている書き換え可能な光ディスク（ＢＤ－ＲＥ）に関わる如何なる規格でもこれが解決で
きない実情である。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、前述した従来技術の制限及び不合理的な面に起因する多くの問題点を実質的
に解決するためになされたものであって、その目的は、追記型ディスクの使用管理情報を
効率よく記録し管理するための記録媒体の管理方法及び装置を提供することにある。
【００１０】
　本発明の更なる目的及び特長は、後述する実施例と請求の範囲及び図面により具体化し
、達成可能な構造になる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の方法は、複数の記録層を備えた光記録媒体を管理する方法において、各記録層
に少なくとも１つの仮欠陥管理領域を設けるステップであって、前記少なくとも１つの仮
欠陥管理領域はディスク使用管理情報を含む仮管理情報を格納するために割り当てられ、
前記ディスク使用管理情報は各記録層のユーザ領域の記録状態又は非記録状態を示す、ス
テップと、少なくとも１つの最終欠陥管理領域を設け、そこに前記少なくとも１つの仮欠
陥管理領域から転送された前記ディスク使用管理情報を格納するステップを含むことを特
徴とする。
【００１２】
　本発明の方法は、光記録媒体を管理する方法であって、前記光記録媒体は複数の記録層
を含み、各記録層は、少なくとも１つの仮欠陥管理領域と少なくとも１つの最終欠陥管理
領域を有する、方法において、前記光記録媒体の少なくとも１つの仮欠陥管理領域に仮管
理情報を記録するステップであって、前記仮管理情報は前記光記録媒体の記録使用状態を
示すディスク使用管理情報を含む、ステップと、前記光記録媒体の前記少なくとも１つの
仮欠陥管理領域から前記少なくとも１つの最終欠陥管理領域に前記仮管理情報を転送する
ステップを含み、前記転送するステップにおいて、前記各記録層の前記ディスク使用管理
情報は、前記記録層の前記最終欠陥管理領域の少なくとも１つに別々に記録されることを
特徴とする。
【００１３】
　本発明の装置は、複数の記録層を備えた光記録媒体を管理する装置において、前記光記
録媒体の前記少なくとも１つの記録層にユーザ領域と非ユーザ領域を設ける手段と、各記
録層に少なくとも１つの仮欠陥管理領域を設ける手段であって、前記少なくとも１つの仮
欠陥管理領域はディスク管理情報を含む仮管理情報を格納するために割り当てられ、前記
ディスク使用管理情報は各記録層のユーザ領域の記録状態又は非記録状態を示す、手段と
、
　少なくとも１つの最終欠陥管理領域を設け、そこに前記少なくとも１つの仮欠陥管理領
域から転送された前記ディスク使用管理情報を格納する手段を備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の装置は、複数の記録層を備えた光記録媒体を管理する装置であって、各記録層
は、少なくとも１つの仮欠陥管理領域と少なくとも１つの最終欠陥管理領域を有する装置
において、前記光記録媒体の前記少なくとも１つの仮欠陥管理領域に仮管理情報を記録す
る手段であって、前記仮管理情報は、前記光記録媒体の記録使用状態を示すディスク使用
管理情報を含む、手段と、前記少なくとも１つの仮欠陥管理領域から前記光記録媒体の前
記少なくとも１つの欠陥管理領域に前記仮管理情報を転送する手段であって、前記各記録
層の前記ディスク使用管理情報は前記記録層の前記最終欠陥管理領域の少なくとも１つに
別々に記録される、手段を備えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の光記録媒体は、各層がユーザ領域と非ユーザ領域とを有する複数の記録層と、
各記録層の前記ユーザ領域と前記非ユーザ領域の少なくとも１つに設けられる少なくとも
１つの仮欠陥管理領域であって、そこに、ディスク使用管理情報を含む仮管理情報を格納
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し、前記ディスク使用管理情報は光記録媒体の前記ユーザ領域の記録状態又は非記録状態
を示す、仮欠陥管理領域と、各記録層の前記非ユーザ領域に設けられる少なくとも１つの
最終欠陥管理領域であって、そこに、前記少なくとも１つの仮欠陥管理領域から転送され
た前記ディスク使用管理情報が格納される、最終欠陥管理領域を備えることを特徴とする
。
【００１６】
　本発明の光記録媒体は、各々が少なくとも１つの仮欠陥管理領域と少なくとも１つの最
終欠陥領域を有する複数の記録層を備え、仮管理情報は、光記録媒体の前記少なくも１つ
の仮欠陥管理領域に記録され、前記仮欠陥管理情報は、前記記録媒体の記録使用状態を示
すディスク使用管理情報を含み、前記仮管理情報は、前記記録媒体の前記少なくとも１つ
の仮欠陥管理領域から前記記録媒体の前記少なくとも１つの前記最終欠陥管理領域に転送
され、前記各記録層の前記ディスク使用管理情報は、前記記録層の前記最終欠陥管理領域
の少なくとも１つに別々に記録されることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の記録媒体は、コンピュータに、複数の記録層を備えた光記録媒体を管理する処
理を実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、
　各記録層に少なくとも１つの仮欠陥管理領域を設ける手順であって、前記少なくとも１
つの仮欠陥管理領域はディスク使用管理情報を含む仮管理情報を格納するために割り当て
られ、前記ディスク使用管理情報は各記録層のユーザ領域の記録状態又は非記録状態を示
す、手順と、少なくとも１つの最終欠陥管理領域を設け、そこに前記少なくとも１つの仮
欠陥管理領域から転送された前記ディスク使用管理情報を格納する手順を実行させるため
のプログラムを記録する。
【００１８】
　本発明の記録媒体は、コンピュータに、光記録媒体を管理する処理を実行させるプログ
ラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記光記録媒体は複数の
記録層を含み、各記録層は、少なくとも１つの仮欠陥管理領域と少なくとも１つの最終欠
陥管理領域を有する、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体におい
て、前記光記録媒体の少なくとも１つの仮欠陥管理領域に仮管理情報を記録する手順であ
って、前記仮管理情報は前記光記録媒体の記録使用状態を示すディスク使用管理情報を含
む、手順と、前記光記録媒体の前記少なくとも１つの仮欠陥管理領域から前記少なくとも
１つの最終欠陥管理領域に前記仮管理情報を転送する手順を含み、前記転送する手順にお
いて、前記各記録層の前記ディスク使用管理情報を、前記記録層の前記最終欠陥管理領域
の少なくとも１つに別々に記録するプログラムを記録する。
【００１９】
　本発明のプログラムは、コンピュータに、複数の記録層を備えた光記録媒体を管理する
処理を実行させるプログラムにおいて、各記録層に少なくとも１つの仮欠陥管理領域を設
ける手順であって、前記少なくとも１つの仮欠陥管理領域はディスク使用管理情報を含む
仮管理情報を格納するために割り当てられ、前記ディスク使用管理情報は各記録層のユー
ザ領域の記録状態又は非記録状態を示す、手順と、少なくとも１つの最終欠陥管理領域を
設け、そこに前記少なくとも１つの仮欠陥管理領域から転送された前記ディスク使用管理
情報を格納する手順を実行させる。
【００２０】
　本発明のプログラムは、コンピュータに、光記録媒体を管理する処理を実行させるプロ
グラムであって、前記光記録媒体は複数の記録層を含み、各記録層は、少なくとも１つの
仮欠陥管理領域と少なくとも１つの最終欠陥管理領域を有する、プログラムにおいて、前
記光記録媒体の少なくとも１つの仮欠陥管理領域に仮管理情報を記録する手順であって、
前記仮管理情報は前記光記録媒体の記録使用状態を示すディスク使用管理情報を含む、手
順と、前記光記録媒体の前記少なくとも１つの仮欠陥管理領域から前記少なくとも１つの
最終欠陥管理領域に前記仮管理情報を転送する手順を含み、前記転送する手順において、
前記各記録層の前記ディスク使用管理情報を、前記記録層の前記最終欠陥管理領域の少な
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くとも１つに別々に記録する。
【００２１】
　本発明に係る前述した課題を解決するための手段と後述する実施例は、本発明を説明す
るための一つの典型的で例示的な例として理解すべきである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、ＢＤ－ＷＯが単層である場合にも、一つの記録層のための最新のＤ０
とＴ０が繰り返しＤＭＡ内のＤＤＳセクションに記録される。類似して、最新のＴＤＦＬ
情報もＤＭＡ内のＤＦＬセクションに繰り返し記録される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明すれば、次の通りである。なお、全
図面において同一の図面符号は、同一の要素を示す。
【００２４】
　図２は、本発明に係る光ディスクの記録再生装置２０について例を挙げて示したブロッ
ク図である。光ディスクの記録再生装置２０は、記録媒体２１にデータを記録したり記録
媒体からデータを読み込むピックアップ２２と、ピックアップを制御しピックアップの対
物レンズと記録媒体２１との間隔を一定に保持し、記録媒体２１上のトラックをトラッキ
ングサーボし一定に保持するサーボ２３と、ピックアップで読み込んだ信号を処理したり
、記録のためにピックアップに入力すべき信号を信号処理するデータプロセッサ２４と、
外部ホスト３０とのデータ及び／又はコマンドをやり取りするインターフェイス２５と、
記録媒体２１に関わる欠陥管理データ（例えば、仮管理情報など）を含む情報とデータを
格納するメモリ又はストレージ２７と、記録再生装置２０の各構成要素の動作を制御する
マイコン又は制御部２６と、を含む。記録媒体２１に記録したり記録媒体２１から読み込
んだりするデータは、メモリ２７に格納すればよい。光記録再生装置２０内の全ての構成
要素は、連動可能に相互接続されている。記録媒体２１は、ＢＤ－ＷＯのような追記型記
録媒体である。
【実施例】
【００２５】
　本発明に係る全ての方法とディスク構造は、図２に示す光記録再生装置２０又は別の適
宜の装置及びシステムにより実現される。例えば、マイコン２６は、ディスク構造の割り
当てを制御するのに活用可能であり、また、記録媒体上への管理情報の記録を制御するの
に活用可能であり、更に、記録媒体上の仮領域（例えば、ＴＤＭＡ）から永久又は最終領
域（例えば、ＤＭＡ）への管理情報の転送を制御するのに活用可能である。ＴＤＭＡ及び
ＤＭＡの詳細は後述する。
【００２６】
　本発明の実施例に係るＢＤ－ＷＯのような追記型光ディスクのための管理情報の記録方
法について、図面を参照して詳しく説明することにする。説明の便宜上、追記型ブルーレ
イディスク（ＢＤ－ＷＯ）を例に挙げて説明することにする。本明細書では、ＢＤ－ＷＯ
の二つのタイプ（単層ＢＤ－ＷＯ及び二層ＢＤ－ＷＯ）に対して述べることにする。単層
ＢＤ－ＷＯは、一つの記録層を有し、二層ＢＤ－ＷＯは、二つの記録層を有している。
【００２７】
　図３は、本発明に係る追記型光記録媒体であって、単層ＢＤ－ＷＯの構造を示す図であ
る。同図に示すように、ＢＤ－ＷＯは、一つの記録層上に割り当てられたリードイン領域
、データ領域、リードアウト領域を含む。リードイン領域及びリードアウト領域のそれぞ
れは、欠陥管理のためのＤＭＡ情報を格納する複数の欠陥管理領域（ＤＭＡ１とＤＭＡ２
；ＤＭＡ３とＤＭＡ４）を含んでいる。それぞれのＤＭＡ１～４は、固定された大きさ、
例えば、３２クラスタを有し、一般に、欠陥管理の重要性からそれぞれのＤＭＡには同一
の情報が記録される。従って、仮にＤＭＡのいずれかに欠陥があるとしても別のＤＭＡに
アクセス可能であり、これにより欠陥管理情報が得られるようになる。
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【００２８】
　一般に、ＢＤ－ＲＥでは、ＤＭＡに記録されるデータを繰り返し記録したり又は消去し
たりすることができるため、所定のクラスタ数を超えるＤＭＡが要求されることがない。
しかし、本発明のようなＢＤ－ＷＯでは、ＤＭＡに記録されるデータを繰り返し記録した
り、又は消去したりすることができないため、欠陥管理のためには多くのクラスタ数を有
するＤＭＡが要求される。
【００２９】
　図３に示すように、リードイン領域は、欠陥管理情報を仮格納するための仮欠陥管理領
域（ＴＤＭＡ１）を更に備えている。データ領域は、インナー・スペア領域（ＩＳＡ０）
、ユーザデータ領域、及びアウター・スペア領域（ＯＳＡ０）を含んでいる。ＩＳＡ０と
ＯＳＡ０の全体又は一部は、ユーザデータ領域内の欠陥領域をリニア・リプレースメント
方式により代替するための代替領域として使用される。例えば、ユーザデータ領域にデー
タを記録する途中にユーザデータ領域内から欠陥領域が検出されると、欠陥領域に記録さ
れた又は記録すべきデータをリニア・リプレースメント方式によりスペア領域（即ち、Ｉ
ＳＡ０又はＯＳＡ０）に代替記録する。アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）は、仮欠陥管
理領域（ＴＤＭＡ２）を含んでいる。以下、ＴＤＭＡ１及び／又はＴＤＭＡ２に仮格納さ
れる欠陥管理情報をＴＤＭＡ情報という。
【００３０】
　一実施例として、ＴＤＭＡ１は、リードイン領域内に固定された大きさにて割り当てら
れるのに対し、ＴＤＭＡ２は、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）内にスペア領域の大き
さに連動する可変的大きさにて割り当てられる。例えば、仮にＯＳＡ０の大きさがＮ×２
５６クラスタ（Ｎ＞０、Ｎ＝整数）とすれば、ＴＤＭＡ２の大きさは、Ｐ＝（Ｎ×２５６
）／４クラスタになる。
【００３１】
　一つの例として、同一の情報をＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２にそれぞれ記録することが可能
であるが、他の例として、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２にＴＤＭＡ情報を連続して記録するこ
とも可能である。欠陥領域のデータをスペア領域に代替記録する間、ＴＤＭＡ情報が生成
され（例えば、マイコンの制御下で）、ＴＤＭＡ１及び／又はＴＤＭＡ２に記録される。
また、ＴＤＭＡは、周期的に又は必要に応じてアップデートされる。ＢＤ－ＷＯが終了す
る場合に（これは、ユーザデータ領域へのデータの記録動作が終了するか、ＴＤＭＡがフ
ル（ｆｕｌｌ）になるか、又はユーザなどからの終了コマンドにより行われる）、ＴＤＭ
Ａ情報内に仮記録されていたＴＤＭＡ情報（最新バージョン）をＤＭＡ１～ＤＭＡ４のい
ずれか一つ、又は全部へと転送する。
【００３２】
　ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２に記録されたＴＤＭＡ情報は、仮欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報
と、仮ディスク定義構造（ＴＤＤＳ）情報を含んでいる。実施例として、ＴＤＦＬ情報は
、少なくとも一つのＴＤＦＬ（ＴＤＦＬ＃１～ＴＤＦＬ＃ｎ）を含み、それぞれのＴＤＦ
Ｌは、少なくとも一つの欠陥領域とこれに対応する代替領域を指定する欠陥エントリを含
んでおり、それぞれの欠陥エントリは、ユーザデータ領域内の欠陥領域に関わる位置情報
とこれに対応する代替領域に関わる位置情報を含んでいる。例えば、データをＢＤ－ＷＯ
上に記録する途中に、仮にユーザデータ領域内から欠陥領域が検出されると、欠陥領域に
記録された又は記録すべきデータをリニア・リプレースメント方式（ｌｉｎｅａｒ　ｒｅ
ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｓｃｈｅｍｅ）によりスペア領域（例えば、ＩＳＡ０又はＯＳＡ０
）の一部分（代替領域）に記録する。次いで、欠陥領域と代替領域に関わる情報及びこれ
らの関連性についての情報がＴＤＦＬ内の欠陥エントリとして示される。即ち、欠陥エン
トリ情報内には、欠陥領域の第１番目の物理的セクタ番号と、欠陥領域に対応する代替領
域の第１番目の物理的セクタ番号、及びその他、欠陥管理のための欠陥に関わる情報が記
録される。
【００３３】
　実施例として、ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ２に記録されるＴＤＤＳ情報は、少なくとも一つ
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のＴＤＤＳ（ＴＤＤＳ＃１～ＴＤＤＳ＃ｎ）を含む。それぞれのＴＤＤＳは、固定された
大きさ（例えば、１クラスタ）を有し、ＴＤＦＬの位置情報を含んでおり、ＴＤＤＳへの
アクセスによりＴＤＦＬの位置を早く見つけ出すことが可能である。ＴＤＦＬ情報は、１
クラスタ内のセクタ０（Ｓｅｃｔｏｒ０）の一部分に記録され、ＴＤＦＬの位置を示す一
つ以上の物理的セクタ番号を含んでおり、また、ＴＤＦＬ情報と関連するまた他の情報を
含んでいる。関連して、１クラスタは、３２セクタから構成され、１セクタは、２０４８
バイトを有する。
【００３４】
　それぞれのＴＤＤＳは、記録モード情報（ＲＭ；ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含んでいる。記録モード情報は、ＢＤ－ＷＯの記録モードを識別
する情報であって１クラスタ内のセクタ０の一部分に記録される。また、前述したＴＤＦ
Ｌに関連する位置情報と記録モード情報ともにＴＤＤＳパート（ＴＤＤＳ　ｐａｒｔ）と
称す。関連して、ＴＤＤＳパートは、全体としてセクタ０を占める（又は、他の指定され
た領域でもよい）。
【００３５】
　それぞれのＴＤＤＳは、ディスク使用管理情報（ｄｉｓｃ　ｕｓａｇｅ　ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含むところ、ディスク使用管理情報は、ＢＤ－Ｗ
Ｏ内の記録領域の状態を識別する情報であって、これは、少なくともトラック・インフォ
（Ｔｒａｃｋ－Ｉｎｆｏ）又はスペース・ビットマップ情報（ＳＢＭ）とに区分される二
つの形態のいずれかにて表すことができる。この構造については、図４を参照して後述す
ることにする。
【００３６】
　データの記録動作によりデータ領域内にデータを記録するに伴い、新たに検出される欠
陥領域とこれに対応する代替領域に関わる情報を反映するためにＴＤＭＡを周期的にアッ
プデートする必要がある。毎回のＴＤＭＡのアップデート後には、以前のＴＤＭＡ情報と
新規に生成されたＴＤＭＡ情報を含むＴＤＦＬと対応するＴＤＤＳがＴＤＭＡ内に記録さ
れる。そこでＴＤＭＡに記録された最新のＴＤＦＬとＴＤＤＳが最新のＴＤＭＡ情報を含
むようになる。以降、ＢＤ－ＷＯが終了すると、最新のＴＤＤＳとＴＤＦＬが、ＤＭＡ１
～ＤＭＡ４のいずれか又はいずれにも最終（又は最新）の欠陥管理情報として転送される
。
【００３７】
　図４は、書き換え可能なディスクのＤＤＳ構造と、例えば、ＢＤ－ＷＯにおけるＴＤＤ
Ｓ構造を示し、本発明の実施例に係るＢＤ－ＷＯにおけるディスク管理情報の記録方法を
示す図である。同図に示すように、一般の書き換え可能なディスクのＤＤＳは、単に６０
バイト情報だけを含み、これは、１クラスタ全体の僅かな部分だけを用いてＤＤＳ情報を
格納するということである。結局、ＤＤＳの余の部分は、全てゼロで埋められる。
【００３８】
　これに対し、ＢＤ－ＷＯでは、ＴＤＤＳ領域の全体をＴＤＤＳ情報を記録するのに活用
する。図３及び図４から分かるように、ＴＤＤＳパート（これは、位置情報と記録モード
情報を含む）は、ＴＤＤＳ情報として１クラスタ内のセクタ０に記録され、クラスタの余
のセクタ１～セクタ３１には、ディスク使用管理情報（Ｔｒａｃｋ－Ｉｎｆｏ又はＳＢＭ
）が格納される。また他の例として、ディスク使用管理情報をＴＤＤＳ内の先頭から３１
個のセクタ（即ち、セクタ０～セクタ３０）に記録し、記録モード情報を含むＴＤＤＳパ
ート情報を最後の３２番目のセクタに記録してもよい。
【００３９】
　記録モード情報は、本発明に係るＢＤ－ＷＯにおける複数の記録モードのタイプを表す
。例えば、“００００　００００”値は、シーケンシャル記録モード（ｓｅｑｕｅｎｔｉ
ａｌ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）を意味し、“００００　０００１”値は、ランダ
ム記録モード（ｒａｎｄｏｍ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｍｏｄｅ）を意味するものとして使
用することができる。なお、他の方式にて表してもよいことは自明である。本発明に係る
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ＢＤ－ＷＯに関わる情報は、規格制定の過程を通じて、必要に応じて多様に決めればよい
。
【００４０】
　ディスク使用管理情報は、ディスクの使用状態に連動して可変する。ＢＤ－ＷＯにおけ
るディスク使用管理情報は、使用可能な（即ち、記録可能な）記録領域の開始位置を的確
に見つけ出すために要求され、つまり、ＢＤ－ＷＯ上における記録済み領域と未記録領域
とを区別するための情報として活用される。この点からディスク使用管理情報は、ユーザ
データ領域内の記録済み領域と未記録領域の位置を表す情報といえる。
【００４１】
　前述の如く、ディスク使用管理情報は、トラック・インフォ又はスペース・ビットマッ
プ情報（ＳＢＭ）のいずれかである。トラック・インフォは、ＢＤ－ＷＯのシーケンシャ
ル記録モードで一般に使用され、スペース・ビットマップ情報（ＳＢＭ）は、ランダム記
録モードで一般に使用される。これらの記録モードは、ＴＤＤＳ内の記録モード情報によ
り指定された記録モードによって決められる。
【００４２】
　従来の追記型光ディスクでは、記録状態／モード情報を、ＣＤ系列では‘トラック情報
（ｔｒａｃｋ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）’と称し、ＤＶＤ系列では‘Ｒｚｏｎｅ’、‘
フラグメント（ｆｒａｇｍｅｎｔ）’、又は‘レコーディング・レンジ（ｒｅｃｏｒｄｉ
ｎｇ ｒａｎｇｅ）’と称していたが、本発明では、記録状態情報として前述した様々な
名称を統合し、これを‘トラック・インフォ（ｔｒａｃｋ－ｉｎｆｏ）’と称す。従って
、‘トラック・インフォ’は、その名称に関係なく前述した意味として解釈されるべきで
ある。
【００４３】
　例として、ＢＤ－ＷＯ上のトラックは、シーケンシャル記録モードである時は、連続し
て使用されるため、トラック・インフォでＢＤ－ＷＯの記録領域の開始地点（位置）が識
別できるようにし、また、記録領域の最後に記録された位置が識別できるようにする。即
ち、トラック・インフォは、ＢＤ－ＷＯの記録領域内における次回に使用可能な（即ち、
記録可能な）部分の開始地点を示す情報である。
【００４４】
　ＳＢＭは、‘０’及び‘１’値を用いてＢＤ－ＷＯにおける記録可能な領域の開始地点
（位置）が識別できるようにしたものである。即ち、例えば、記録領域上の特定のクラス
タ領域が既に記録済みの領域であれば、クラスタ領域単位毎に‘１’値を割り当てること
でこれを表示する。また、仮に記録領域上の特定のクラスタ領域が未記録の領域であれば
、クラスタ領域単位に‘０’値を割り当てることでこれを表示する。このような方式によ
り、仮にＳＢＭ上において特定のクラスタに対し‘１’値が割り当てられたとすれば、当
該クラスタは記録済みの領域であることを意味し、ＳＢＭ上において特定のクラスタに対
し‘０’値が割り当てられたとすれば、当該クラスタは、未記録の領域であることを意味
する。関連して、前述の値の意味を逆にして使用したり、又は他の値にて記録済み領域／
未記録領域が識別できるようにしてもよいことは自明である。結局として、ＳＢＭによれ
ば、ランダム記録モードのディスクでも記録使用状態を表すことができる。
【００４５】
　図１２は、本発明のまた他の実施例であって、単層ＢＤ－ＷＯのような追記型光ディス
クの構造を示す図である。同図に示すＢＤ－ＷＯの構造は、図３に示すＢＤ－ＷＯの構造
と同一であるが、図１２では、前述したＴＤＤＳ情報内のＴＤＤＳパート（位置情報と記
録モード情報を含む）がアップデート毎に記録されるという点で相違している。本例では
、ディスク使用管理情報（Ｔｒａｃｋ－Ｉｎｆｏ又はＳＢＭ）がＴＤＭＡ１のクラスタ内
の先頭セクタ０～３０に記録され、ＴＤＤＳパートは、当該クラスタのセクタ３１に記録
される。他の例として、ＴＤＤＳパートを先頭セクタ０に記録し、ディスク使用管理情報
（Ｔｒａｃｋ－Ｉｎｆｏ又はＳＢＭ）をセクタ１～３１に記録してもよい。
【００４６】
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　図５は、本発明の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯの構造を示す図である。同図に示すよう
に、二層ＢＤ－ＷＯの構造と各領域の指定は、説明の便宜のための一例として理解すべき
であり、本発明は、これに制限されるものではない。
【００４７】
　図５に示すように、ＢＤ－ＷＯは二つの記録層を含んでいる。関連して、第１の記録層
（Ｌａｙｅｒ０又はＬ０）は、リードイン領域とデータ領域４０ａ、及びアウター・ゾー
ン領域（Ｏｕｔｅｒ　Ｚｏｎｅ０）を含んでいる。第２の記録層（Ｌａｙｅｒ１又はＬ１
）は、リードアウト領域と、データ領域４０ｂ、及びアウター・ゾーン領域（Ｏｕｔｅｒ
　Ｚｏｎｅ１）を含んでいる。第１の記録層（Ｌａｙｅｒ０）のリードイン領域は、仮欠
陥管理領域（ＴＤＭＡ１）と複数の最終欠陥管理領域としてのＤＭＡ１ａとＤＭＡ２ａを
含んでいる。第２の記録層（Ｌａｙｅｒ１）のリードアウト領域は、仮欠陥管理領域（Ｔ
ＤＭＡ４）と複数の最終欠陥管理領域としてのＤＭＡ１ｂとＤＭＡ２ｂを含んでいる。更
なる最終欠陥管理領域としての複数のＤＭＡ（ＤＭＡ３ａ、３ｂ、４ａ、４ｂ）は、アウ
ター・ゾーン領域（Ｏｕｔｅｒ　Ｚｏｎｅ０及び１）に備えられる。
【００４８】
　第１の記録層（Ｌａｙｅｒ０）のデータ領域４０ａは、インナー・スペア領域ＩＳＡ０
と、ユーザデータ領域４２ａ、及びアウター・スペア領域ＯＳＡ０を含んでいる。第２の
記録層（Ｌａｙｅｒ１）のデータ領域４０ｂは、インナー・スペア領域ＩＳＡ１と、ユー
ザデータ領域４２ｂ、及びアウター・スペア領域ＯＳＡ１を含んでいる。アウター・スペ
ア領域ＯＳＡ０及びＯＳＡ１には、それぞれＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ３が備えられている。
　図５における各領域内に記された矢印は、データの記録方向を例示的に示している。
【００４９】
　単層ＢＤ－ＷＯと類似して、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ４は、固定された大きさを有するの
に対し、スペア領域内に割り当てられたＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ３は、スペア領域の大きさ
に連動する可変的な大きさを有する。例えば、ＯＳＡ０とＯＳＡ１が、Ｎ×２５６クラス
タ（Ｎ＞０、Ｎ＝整数）を有すれば、ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ３の大きさは、Ｐ＝（Ｎ×２
５６）／４の大きさ（Ｐ）を有する。
【００５０】
　前述した単層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡとＴＤＭＡの構造及び使用方法は、二層ＢＤ－
ＷＯのＤＭＡとＴＤＭＡにも同一に適用可能である。なお、一つの相違点は、それぞれの
記録層に備えられたＤＭＡ１ａ～４ｂは、それぞれ３２クラスタを有し、第１の記録層の
ＤＭＡと対応する第２の記録層のＤＭＡともに完全なフルＤＭＡを構成するという点であ
る。例えば、ＤＭＡ１ａとＤＭＡ１ｂが一つのＤＭＡを構成し、ＤＭＡ２ａとＤＭＡ２ｂ
が一つのＤＭＡを構成し、ＤＭＡ３ａとＤＭＡ３ｂが一つのＤＭＡを構成し、ＤＭＡ４ａ
とＤＭＡ４ｂが一つのＤＭＡを構成する。関連して、同一の情報が第１の記録層のＤＭＡ
１ａ、２ａ、３ａ、４ａのそれぞれに記録され、ＤＭＡ１ａ、２ａ、３ａ、４ａに記録さ
れた情報とは相違する、同一の情報がＤＭＡ１ｂ、２ｂ、３ｂ、４ｂにそれぞれ記録され
る。
【００５１】
　ＢＤ－ＷＯが終了する時点（例えば、ユーザデータ領域へのるデータの記録動作が完了
するか、ＴＤＭＡがフル（ｆｕｌｌ）になるか、又はユーザなどからの終了コマンドによ
り行われる）で、ＴＤＭＡ内に既に記録されていたＴＤＭＡ情報がＤＭＡ内にＤＭＡ情報
として転送される。本発明の実施例に係るＴＤＭＡ情報をＤＭＡへと転送する過程につい
て、以下、二層ＢＤ－ＷＯを例に挙げて図６～１１を参照して詳述することにする。
【００５２】
　図６Ａと図６Ｂは、一般の二層ＢＤ－ＷＯにおける一つのＤＭＡに対するクラスタ構造
であって、本発明の説明のために示している。本発明に係るＢＤ－ＷＯにおけるＴＤＭＡ
情報を転送する方法は、ＢＤ－ＲＥと互換性を持たせるようにする。
【００５３】
　ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ構造と類似して、図６に示すＢＤ－ＲＥは、第１の記録層か
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らの一つのＤＭＡパート（クラスタ１～３２）と第２の記録層からのもう一つのＤＭＡパ
ート（クラスタ３３～６４）とから構成され、これらは、示された矢印方向に沿ってアク
セス可能である。図６に示すように、同一のＤＤＳ情報がＤＭＡのクラスタ１～４に繰り
返し記録され、ＤＦＬ情報は、ＤＭＡのクラスタ９～６４に繰り返し記録される。しかし
、ＢＤ－ＲＥでは、クラスタ５～８は、欠陥管理のためには活用されない。
【００５４】
　図７～１１に示す本発明は、図６Ａと図６Ｂに示すＢＤ－ＲＥにおけるＤＭＡ構造に基
づき、新たに定義された二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ構造を提供しようとするものであ
る。これは、ＢＤ－ＲＥとＢＤ－ＷＯとの相互互換性を保障するためである。図７～１１
を参照して、種々の本発明に係る実施例を説明し、これは、ＢＤ－ＷＯにおけるＴＤＭＡ
内への最新のディスク管理情報の記録が終了するか、又は終了コマンドを受けるか、或い
はＴＤＭＡがフル（ｆｕｌｌ）になる時点でＴＤＭＡ内の最新のディスク管理情報がＤＭ
Ａ内へと転送される方法に関する。特に、ＴＤＭＡ内の最新のＴＤＦＬ情報とＴＤＤＳ情
報がＤＭＡ内のＤＦＬ情報とＤＤＳ情報としてそれぞれ転送されることを意味し、かかる
転送過程を、以下、ＴＤＭＡ情報転送過程と称す。
【００５５】
　図７～１０にそれぞれ示した一つのＤＭＡは、第１の記録層のＤＭＡパートと第２の記
録層のＤＭＡパートとが一緒に構成されたものである。例えば、図７～１０にそれぞれ示
す一つのＤＭＡ（クラスタ１～６４）は、図５に示す第１の記録層のＤＭＡ２ａ（クラス
タ１～３２）と第２の記録層のＤＭＡ２ｂ（クラスタ３３～６４）とから構成されたもの
である。また、図７～１０にそれぞれ示す一つのＴＤＭＡは、図５に示すＢＤ－ＷＯ上の
ＴＤＭＡ（例えば、ＴＤＭＡ１、２、３、又は４）に相当する。
【００５６】
　図７は、本発明の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ及びＴＤＭＡ構造と、Ｔ
ＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する方法を示す図である。
【００５７】
　図７に示すように、ＴＤＭＡ転送過程の間、ＴＭＤＡ内の最新の欠陥管理情報（最新の
ＴＤＦＬ情報と最新のＴＤＤＳ情報）がＤＭＡ上へと転送される。ＴＤＤＳ情報中には、
ＴＤＤＳパート（ＴＤＦＬ位置情報と記録モード情報）には、ディスク使用管理情報（Ｔ
ｒａｃｋ－Ｉｎｆｏ又はＳＢＭ）（例えば、図３と図４に示す）がＤＭＡ上へと転送され
る。本例は、ＤＭＡのクラスタ１～８がＤＤＳセクションと指定され、これに対し、ＤＭ
Ａのクラスタ９～６４は、ＤＦＬセクションと指定される。結局として、ＤＭＡ内の全て
のクラスタは、管理情報を記録するために指定される。
【００５８】
　詳述すれば、第１の記録層Ｌ０のディスク使用管理情報Ｄ０とＴＤＤＳパートＴ０は、
第２の記録層Ｌ１のディスク使用管理情報Ｄ１とＴＤＤＳパートＴ１とは分けられて記録
され、これらの情報は、分けられて繰り返しＤＭＡ内に記録される。本例では、第１の記
録層Ｌ０のためのＤ０とＴ０は、４回繰り返しＤＭＡ内のＤＤＳセクションのクラスタ１
～４に記録され、また、第２の記録層Ｌ１のためのＤ１とＴ１は、４回繰り返しＤＭＡ内
のＤＤＳセクションのクラスタ５～８に記録される。結果として、ＤＭＡ内のＤＤＳセク
ションは、第１及び第２の記録層のための最新のＴＤＤＳパート（Ｔ０＆Ｔ１）と最新の
ディスク使用管理情報（Ｄ０＆Ｄ１）が、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ０＆Ｔ０、 Ｄ０
＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１の順に記録される。なお、Ｄ
０＆Ｔ０又はＤ１＆Ｔ１は、一つの単位大きさ、例えば、１クラスタの大きさで記録され
る。また、一つの例として、ＤＭＡ内のＤＤＳセクションに記録されたＴ０とＴ１は、Ｄ
ＭＡ上のＤＦＬの位置を指定すればよく、ＢＤ－ＷＯ上のＴＤＭＡ内のＴＤＦＬの位置を
指定する必要はないといえる。
【００５９】
　また、ＭＳＡｓｏクラスタ９～６４（ＤＦＬセクション）は、ＴＤＭＡ内のＤＦＬ情報
に基づいて、又はこれに対応してＤＦＬ情報を格納するのに活用される。本例では、同一
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のＤＦＬ情報をＤＭＡ内のＤＦＬセクションに最大７回まで繰り返し記録することが可能
である。ＤＦＬセクション又はＤＤＳセクションに繰り返し同一の情報を記録することは
、欠陥により一部のＤＭＡが損傷してもＤＭＡ情報を損ねることなく、必要とする都度的
確にＤＭＡ情報へのアクセスを保障する。
【００６０】
　一つの実施例として、最新のディスク使用管理情報は、リードイン領域内の第１番目の
ＤＭＡの先頭セクションに記録するか、及び／又はリードアウト領域内のＤＭＡの先頭／
末尾セクションに記録する。これは、ディスクが単層（一つの記録層）であるか、多層（
複数の記録層）であるかによって決められる。即ち、このような方式は、ディスクのロー
ディング初期におけるディスク使用管理情報へのより速やかなアクセスを可能にする。更
には、ディスク内の別の領域に同一の情報を繰り返し記録することによりデータの信頼性
及びデータの維持を保障可能になる。例えば、仮に図７に示すＤＭＡ１～３２を図５に示
すＤＭＡ２ａと仮定すれば、図７に示すＤＭＡ１～３２に記録される情報は、第１の記録
層のＤＭＡ１ａ、３ａ、４ａにも繰り返し記録される。同様に、仮に図７に示すＤＭＡ３
３～６４を図５に示すＤＭＡ２ｂと仮定すれば、図７に示すＤＭＡ３３～６４に記録され
る情報は、第２の記録層のＤＭＡ１ｂ、３ｂ、４ｂにも繰り返し記録される。
【００６１】
　図８は、本発明の他の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ及びＴＤＭＡ構造と
、ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する方法を示す図である。本実施例は、図７に示
す実施例とは、次の事項を除いては同一である。即ち、本実施例は、第１の記録層Ｌ０の
ディスク使用管理情報Ｄ０とＴＤＤＳパートとＴ０がＤＭＡ内のクラスタ１～２及び５～
６に繰り返し記録され、第２の記録層Ｌ１のディスク使用管理情報Ｄ１とＴＤＤＳパート
Ｔ１は、ＤＭＡ内のクラスタ３～４及び７～８に繰り返し記録される。結果として、ＤＭ
Ａ内のＤＤＳセクションは、第１及び第２の記録層のための最新のＴＤＤＳパート（Ｔ０
＆Ｔ１）と最新のディスク使用管理情報（Ｄ０＆Ｄ１）が、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ
１＆Ｔ１、 Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１の順に記録
される。なお、Ｄ０＆Ｔ０又はＤ１＆Ｔ１は、一つの単位大きさ、例えば、１クラスタの
大きさで記録される。また、変形的な使用例として、ＤＭＡのクラスタ５～８を、繰り返
し記録しない予備領域として残しておき、単にクラスタ１～４だけに記録することも可能
である。即ち、クラスタ１～４にＤ０＆Ｔ０、Ｄ０＆ＴＯ、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１とし
て記録される。
【００６２】
　図９は、本発明のまた他の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ及びＴＤＭＡ構
造と、ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する方法を示す図である。本実施例は、図７
に示す実施例とは、次の事項を除いては同一である。即ち、本実施例は、第１の記録層Ｌ
０及び第２の記録層Ｌ１のためのそれぞれの（Ｄ０＆Ｔ０）及び（Ｄ１＆Ｔ１）が交互に
繰り返しＤＭＡ内のＤＤＳセクションに一つの単位大きさ、例えば、１クラスタの大きさ
で記録される。
【００６３】
　特に、図９に示すように、第１の記録層Ｌ０の最新のＤ０とＴ０がＤＭＡ内のクラスタ
１、３、５、７に記録され、第２の記録層Ｌ１の最新のＤ１とＴ１は、ＤＭＡ内のクラス
タ２、４、５、８に記録される。結果として、ＤＭＡ内のＤＤＳセクションは、第１及び
第２の記録層のための最新のＴＤＤＳパート（Ｔ０＆Ｔ１）と最新のディスク使用管理情
報（Ｄ０＆Ｄ１）が、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｔ０、 Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｔ０
、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｄ０、Ｄ１＆Ｔ１の順に記録される。なお、Ｄ０＆Ｔ０又はＤ１＆
Ｔ１は、一つの単位大きさ、例えば、１クラスタの大きさで記録される。また、変形的な
例として、ＤＭＡのクラスタ５～８を、繰り返し記録しない予備領域として残しておき、
単にクラスタ１～４だけに記録することも可能である。即ち、クラスタ１～４にＤ０＆Ｔ
０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１として記録される。
【００６４】
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　図１０は、本発明のまた別の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ及びＴＤＭＡ
構造と、ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する方法を示す図である。本実施例は、図
７に示す実施例とは、次の事項を除いては同一である。即ち、本実施例は、最新の（Ｄ０
＆Ｔ０）及び（Ｄ１＆Ｔ１）をＤＭＡ内のＤＤＳセクションに特定の順に記録する。以降
、同一の情報を連続する領域に逆順に記録するか、連続する領域を予備領域として残して
おく。
【００６５】
　特に、図１０に示すように、例えば、第１の記録層Ｌ０の最新のＤ０とＴ０がＤＭＡ内
のクラスタ１、４、５、８に記録され、第２の記録層Ｌ１の最新のＤ１とＴ１は、ＤＭＡ
内のクラスタ２、３、６、７に記録される。結果として、ＤＭＡ内のＤＤＳセクションは
、第１及び第２の記録層のための最新のＴＤＤＳパート（Ｔ０＆Ｔ１）と最新のディスク
使用管理情報（Ｄ０＆Ｄ１）が、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１、 Ｄ０＆Ｔ０、
Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｔ０の順に記録される。なお、Ｄ０＆Ｔ０
又はＤ１＆Ｔ１は、一つの単位大きさ、例えば、１クラスタの大きさで記録される。また
、変形的な例として、ＤＭＡのクラスタ５～８を、繰り返し記録しない予備領域として残
しておき、単にクラスタ１～４だけに記録することも可能である。即ち、クラスタ１～４
にＤ０＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ０＆Ｔ０として記録される。
【００６６】
　記録順をＤ０＆Ｔ０、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ１＆Ｔ１、Ｄ０＆Ｔ０、Ｄ０＆Ｔ０にすることに
より、実際には円周状である記録領域を有するディスク内の円周を横切って発生する直線
のスクラッチなどに起因する欠陥によって一つの記録層のためのディスク使用管理情報が
同時に損失を受けたり、再生不可能になることが防止できるようになる。
【００６７】
　図７～１０に示す実施例は、例えば、仮にトラック・インフォ（Ｔｒａｃｋ－Ｉｎｆｏ
）をＢＤ－ＷＯにおけるディスク使用管理情報として使用するとすれば、第１の記録層及
び第２の記録層のためのディスク使用管理情報Ｄ０とＤ１は同内容になる。結果として、
第１の記録層及び第２の記録層ともにおいて、同一の最新のディスク使用管理情報がＤＭ
Ａ内に記録される。
【００６８】
　図１１は、本発明の更なる実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ及びＴＤＭＡ構
造と、ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する方法を示す図である。本実施例は、図７
に示す実施例とは、次の事項を除いては同一である。即ち、本実施例は、第１の記録層Ｌ
０のための最新のＤ０とＴ０がＤＭＡ内のクラスタ１～４に繰り返し４回記録され、第２
の記録層Ｌ１のための最新のＤ１とＴ１がＤＭＡ内のクラスタ３３～３６に繰り返し４回
記録される。関連して、ＤＭＡ内のクラスタ１～４は、第１の記録層Ｌ０に備えられた領
域であり（例えば、図５に示すＤＭＡ２ａ）、ＤＭＡ内のクラスタ３３～３６は、第２の
記録層Ｌ１に備えられた領域である（例えば、図５に示すＤＭＡ２ｂ）。結果として、第
１の記録層Ｌ０のためのディスク使用管理情報と第２の記録層Ｌ１のためのディスク使用
管理情報が相違している記録層に記録されることにより相互区分される。また、クラスタ
５～８及び３７～４０は、予備領域として残しておき、クラスタ９～３２と４１～６４は
、前述したＤＦＬ情報を格納するのに使用される。
【００６９】
　図７～１１に示す実施例に関連して、Ｄ０＆Ｔ０及びＤ１＆Ｔ１を記録するために特定
の数及び繰り返し順が定義されているが、本発明は、これらに限定されるものではなく、
他の数及び別の繰り返し順を含むことはいうまでもない。
【００７０】
　以上、本発明の好適な実施例について図示し説明したが、本発明は、上述した実施例に
限定されるものではなく、特許請求の範囲で請求する本発明の要旨と思想を逸脱すること
なく種々の変更、又は変形的な使用が可能であることは、当該発明の属する技術分野の当
業者にとっては自明なことであり、従って、本発明の特許請求の範囲及びその均等な範囲
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内での変形的な使用は、本発明に属するということを明らかにする。
【００７１】
　また、添付した図面は、実施例と共に発明の理解を高めるためのものであって、発明内
容の一部として含まれ、また、本発明の実施例及び概念を説明するために提供する。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】一般の単層ＢＤ－ＲＥの構成を概略的に示す図である。
【図２】本発明に係る光記録再生装置を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施例に係る追記型光ディスクであって単層ＢＤ－ＷＯの構造を示す図
である。
【図４】本発明の実施例に係るＢＤ－ＷＯのディスク管理情報の記録方法と、書き換え可
能なディスクでのＤＤＳ構造と、ＢＤ－ＷＯでのＴＤＤＳ構造を例を挙げて示す図である
。
【図５】本発明の実施例に係る追記型光ディスクであって二層ＢＤ－ＷＯの構造を示す図
である。
【図６Ａ】本発明の実施例の説明のために二層ＢＤ－ＷＯのＤＭＡの構造を、例を挙げて
示す図である。
【図６Ｂ】本発明の実施例の説明のために二層ＢＤ－ＷＯのＤＭＡの構造を、例を挙げて
示す図である。
【図７】本発明の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ、ＴＤＭＡの構造を示し、
ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する方法を示す図である。
【図８】本発明の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ、ＴＤＭＡの構造を示し、
ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する他の方法を示す図である。
【図９】本発明の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ、ＴＤＭＡの構造を示し、
ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送するまた他の方法を示す図である。
【図１０】本発明の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ、ＴＤＭＡの構造を示し
、ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する別の方法を示す図である。
【図１１】本発明の実施例に係る二層ＢＤ－ＷＯにおけるＤＭＡ、ＴＤＭＡの構造を示し
、ＴＤＭＡからＤＭＡへとデータを転送する更に他の方法を示す図である。
【図１２】本発明の他の実施例に係る追記型光ディスクであって単層ＢＤ－ＷＯの構造を
示す図である。
【符号の説明】
【００７３】
２０　光ディスクの記録再生装置
２１　記録媒体
２２　ピックアップ
２３　サーボ
２４　データプロセッサ
２５　インターフェイス
２６　マイクロコンピュータ
２７　メモリ
３０　外部ホスト
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