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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データが予め記録された再生専用領域とデータが記録可能な記録可能領域を含むリード
イン領域とを有する情報記録媒体にドライブデータを記録する方法であって、
　前記方法は、
　前記記録可能領域に属し、複数の物理的クラスタを有するドライブ領域の第１物理的ク
ラスタに第１ドライブデータを記録する段階と、
　前記ドライブ領域の第２物理的クラスタに前記第１ドライブデータ及び第２ドライブデ
ータを記録する段階と、
　前記第２物理的クラスタのアドレスを前記リードイン領域の前記記録可能領域に含まれ
る欠陥処理関連情報が記録される領域に記録する段階と、を含み、
　前記再生専用領域は、前記情報記録媒体に対する情報が保存されるグルーブウォッブル
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　ドライブ領域にある物理的クラスタのレイアウト順にグループにまとめられた１セット
の物理的クラスタに第１または第２ドライブデータと同じ付加ドライブデータを記録し、
前記セットは、第１及び第２物理的クラスタのうち対応領域を含むことを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１または第２ドライブデータが有効であり、前記第１または第２ドライブデータ
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と付加ドライブデータを記録する段階は、二つの連続する信頼可能であって有効な物理的
クラスタに第１または第２複写ドライブデータをそれぞれ記録することを含み、
　前記二つの連続する信頼可能であって有効な物理的クラスタは、第１及び第２物理的ク
ラスタのうち対応領域を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はドライブ情報を記録する記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録、消去及び再生が可能な光ディスクである４.７ＧＢ ＤＶＤ－ＲＡＭの場合、ドラ
イブに挿し込まれた後に使われたドライブの情報が記録される。例えば、前記情報は、ド
ライブ製造社の情報、シリアルナンバーのような情報でありうる。記録されたドライブデ
ータは、リードイン領域の再書込み可能なデータ領域であるディスク確認領域に記録され
ている。これと同様に、２０ＧＢ以上の容量を有する再書込み可能なＨＤ－ＤＶＤでも、
ディスクのリードイン領域に複数の物理的クラスタを備えたドライブ領域を備えてドライ
ブデータを記録する必要がある。
【０００３】
　このように、ドライブデータの記録において、新たなフォーマットの情報保存媒体によ
って最適のドライブデータ記録方法が提示される必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、新たに構成される情報保存媒体の構造に適するようにドライブデータを記録
する方法を提供するために創出されたものであって、複数の物理的クラスタまたはＥＣＣ
ブロックより構成されたドライブ領域にドライブ関連情報を記録し、次のドライブデータ
を記録する時、最終的に記録された物理的クラスタまたはＥＣＣブロックの次の物理的ク
ラスタまたはＥＣＣブロックに、最近ドライブデータを記録する記録方法を提供するとこ
ろにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するために本発明によるドライブデータが記録された情報保存媒体は、
複数の物理的クラスタまたはＥＣＣブロックに記録されるようにディスクドライブデータ
を記録するためにドライブ領域を含む情報保存媒体において、新たなドライブデータが記
録される前に、最も最近に記録されたドライブデータを含む第１物理的クラスタまたはＥ
ＣＣブロックに隣接する第２物理的クラスタまたはＥＣＣブロックに新たなデータが記録
されることを特徴とする。
【０００６】
　前記ドライブデータが新たに更新される度に、その前に記録されたドライブデータが第
２物理的クラスタまたはＥＣＣブロックに記録されることが望ましい。
【０００７】
　前記ドライブデータは、ドライブ領域の前から順次にグループにまとめられた複数の物
理的クラスタまたはＥＣＣブロックを１セットとして記録されうる。
【０００８】
　前記物理的クラスタまたはＥＣＣブロックにドライブデータを記録する時、信頼可能な
二つの有効な物理的クラスタまたはＥＣＣブロックに順次に有効なドライブデータとそれ
を複写したドライブデータとをそれぞれ記録することが望ましい。



(3) JP 4891418 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

【０００９】
　前記ドライブデータが記録される物理的クラスタまたはＥＣＣブロックのアドレスが、
欠陥処理関連情報が記録される領域、記録関連情報が記録される領域またはディスク関連
情報が記録される領域に記録される。
【００１０】
　前記目的を達成するために本発明による情報保存媒体の記録方法は、複数の物理的クラ
スタまたはＥＣＣブロックよりなるドライブ領域の所定の物理的クラスタまたはＥＣＣブ
ロックにドライブデータを記録する段階と、前記複数の物理的クラスタまたはＥＣＣブロ
ックにドライブデータを新たに更新する時、その前に記録された物理的クラスタまたはＥ
ＣＣブロックの次に新たなドライブデータを記録する段階とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、新たに構成される情報保存媒体の構造に適するようにドライブデータを記録
する方法を提供するために創出されたものであって、複数の物理的クラスタまたはＥＣＣ
ブロックより構成されたドライブ領域にドライブ関連情報を記録し、次のドライブデータ
を記録する時、最終的に記録された物理的クラスタまたはＥＣＣブロックの次の物理的ク
ラスタまたはＥＣＣブロックに、最近ドライブデータを記録する記録方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の関連技術であって、リードイン領域またはリードアウト領域のデータ構
造を示す図である。
【図２Ａ】本発明の第１実施例による情報保存媒体及びその記録方法を説明するための図
である。
【図２Ｂ】本発明の第１実施例による情報保存媒体で、ドライブ領域のアドレスを記録す
る方法を説明するための図である。
【図３Ａ】本発明の第２実施例による情報保存媒体及びその記録方法を説明するための図
である。
【図３Ｂ】本発明の第２実施例による情報保存媒体で、ドライブ領域のアドレスを記録す
る方法を説明するための図である。
【図４】本発明の第２実施例による情報保存媒体のドライブ領域に欠陥がある場合を示す
図である。
【図５】本発明の一実施例による記録装置のブロック系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施例を詳細に説明するために添付された図面に示された例が提供され、参照
番号が各要素に付けられる。以下、図面を参照して、本発明をさらに詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、ディスクの中心ホールから所定半径以上の領域であるリードイン領域の物理的
構造の一例を示す図面である。リードインには、データがあらかじめ記録された再生専用
領域１００と記録可能な領域１１０とが含まれている。再生専用領域１００には、ディス
クと関連したコントロールデータが備えられている。
【００１５】
　記録可能な領域１１０には、テスト領域、ディスクに欠陥が発生する場合、この欠陥を
処理及び管理するための欠陥管理領域（ＤＭＡ：Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
Ａｒｅａ）、コントロールデータ領域、ＯＰＣ（Ｏｐｔｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）テストゾーン及びバッファ領域が備えられる。
【００１６】
　ここで、記録可能な領域１１０には、ドライブデータが記録されるドライブ領域がさら
に備えられる。前記ドライブ領域は、図２Ａに示された複数の物理的クラスタまたはＥＣ
Ｃブロック１０－０，．．．，１０－ｎより構成され、各物理的クラスタまたはＥＣＣブ



(4) JP 4891418 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

ロック１０－０，．．．，１０－ｎは、複数のセクターまたはデータフレームより構成さ
れる。このような構造を有するドライブ領域１０には、製造社関連情報、ドライブのシリ
アルナンバーのようなドライブデータが記録される。
【００１７】
　本発明による情報保存媒体１０００は、複数の物理的クラスタまたはＥＣＣブロックを
備えたドライブ領域にドライブデータが記録されるが、新たなドライブデータが記録され
る時、その前に記録された物理的クラスタまたはＥＣＣブロックの次の物理的クラスタま
たはＥＣＣブロックに記録される。前記ドライブ領域は、ユーザデータが記録される領域
を除外した領域に備えられうる。例えば、リードイン領域またはリードアウト領域に備え
られうる。
【００１８】
　図１に示されたように、リードイン領域とリードアウト領域とに再生専用領域１００及
び再書込み可能な領域１１０を備える。再生専用領域１００は、ピット状または高周波グ
ルーブウォッブル状にディスクについての基本的な情報が記録される。再生専用領域１０
０には、ディスクのサイズ、バージョン番号、記録条件が記録される。再書込み可能な領
域１１０には、欠陥処理領域ＤＭＡ、コントロールデータ領域、ＯＰＣテストゾーン、バ
ッファ領域が備えられる。また、ドライブ関連情報が記録されるドライブ領域が備えられ
る。
【００１９】
　図２Ａを参照するに、本発明の第１実施例による情報保存媒体１００は、例えば、ドラ
イブ領域１０に第０物理的クラスタまたはＥＣＣブロック１０－０から、第ｎ物理的クラ
スタまたはＥＣＣブロック１０－ｎまで、（ｎ＋１）個の物理的クラスタまたはＥＣＣブ
ロックが備えられる。そして、物理的クラスタまたはＥＣＣブロック１０－０，．．．，
１０－ｎは、複数のセクターやフレームより構成されうる。以下では、便宜上、物理的ク
ラスタについてのみ説明する。
【００２０】
　まず、第０物理的クラスタ１０－０にはじめに使われた第０ドライブデータ１５－０が
記録される。そして、第０ドライブデータ１５－０が記録され、残りの領域にはダミーデ
ータが記録される。次いで、他のドライブによってデータの記録または再生が行われる時
、この新たなドライブについての第１ドライブデータ１５－１が第０物理的クラスタ１０
－０の次の第１物理的クラスタ１０－１に記録される。この時、第１ドライブデータ１５
－１が記録され、次いで、第０ドライブデータ１５－０が複写されて再び第１物理的クラ
スタ１０－１に記録される。
【００２１】
　これと同様に、新たなドライブ、すなわち、第２ドライブで記録が行われる時、その第
２ドライブについての情報データ１５－２が、その前に記録された最終的な物理的クラス
タ、すなわち、第１物理的クラスタ１０－１の次の第２物理的クラスタ１０－２に記録さ
れる。この時、最新のドライブデータ、すなわち、第２ドライブデータ１５－２が第２物
理的クラスタ１０－２の先頭に記録され、前記ドライブデータ、すなわち、第１及び第０
ドライブデータ１５－１，１５－０が最新ドライブデータの次に再び反復的に記録される
。
【００２２】
　このように、新たなドライブデータが記録される度に前記ドライブデータが反復されて
記録されることは、ドライブデータについてのヒストリーを知るためであって、最新ドラ
イブデータが物理的クラスタの先頭に記録され、以後には前記ドライブデータが複写され
て記録される。したがって、前にドライブデータが記録されていた物理的クラスタを再生
する必要なしに最新ドライブデータが記録された物理的クラスタを再生すれば、従来のド
ライブデータが何れも分かるため、ドライブ管理が効率的になされうる。
【００２３】
　一方、前記のように最新ドライブデータが記録された物理的クラスタ１０－０，．．．
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，１０－ｎのアドレスをドライブ領域と異なる別途の領域に記録することが望ましい。例
えば、図２Ｂに示されたように、最終ドライブデータが記録された物理的クラスタまたは
ＥＣＣブロック１０－ｎ，．．．，１０－ｎのアドレスを所定領域に記録できる。最終ド
ライブデータが記録された領域のアドレスを、欠陥処理関連情報が記録されるＤＭＡ領域
、記録速度、記録パルス、記録パワーのような記録関連情報が記録される領域またはディ
スク種類、バージョンナンバー、ディスクサイズ、レイヤ数のようなディスク関連情報が
記録される領域に記録できる。ここで、記録関連情報が記録される領域またはディスク関
連情報が記録される領域は、例えば、図１に示されたコントロールデータ領域でありうる
。前記のような領域のデータフレームにある所定バイトにアドレスを記録する。ここで、
ドライブデータが記録された領域の物理的アドレスは、記録される度に異なるポジション
のバイトに記録されるか、または同じポジションのバイトに数回反復記録されうる。
【００２４】
　次いで、本発明の他の実施例による情報保存媒体及びその記録方法について、図３Ａ及
び図３Ｂを参照して説明する。
【００２５】
　本発明の第２実施例によるドライブデータ記録方法は、ドライブデータが記録されるド
ライブ領域１０にある物理的クラスタまたはＥＣＣブロック１０－０，．．．，１０－ｎ
の一部に連続的または不連続的に欠陥が発生して信頼できない物理的クラスタが生じる場
合、信頼できる有効物理的クラスタに前から順次にドライブデータを記録する。この時、
ドライブデータを一つの物理的クラスタまたはＥＣＣブロック１０－０，．．．，１０－
ｎに一つずつ順次に記録することもあるが、信頼性を高めるために複数の物理的クラスタ
またはＥＣＣブロック１０－０，．．．，１０－ｎを順次に１セットとして同じドライブ
データを記録できる。
【００２６】
　図３Ａを参照するに、ドライブ情報が損傷されるか、または欠陥が発生して使用できな
い場合に対応して、２個以上の物理的クラスタまたはＥＣＣブロック１０－０，．．．，
１０－ｎに同じ情報を記録する。ここでは、説明の便宜上、２個の物理的クラスタまたは
ＥＣＣブロックを利用してドライブデータを記録する場合を例として説明し、物理的クラ
スタについて説明する。
【００２７】
　例えば、ドライブデータが記録される領域の第０物理的クラスタ１０－０に第０原本ド
ライブデータ２０－０と、第１物理的クラスタ１０－１に前記第０原本ドライブデータ２
１－０を複写した第０複写本ドライブデータ２１－０とが記録される。そして、次に新た
なドライブデータが記録される時、最終ドライブデータが記録された第１物理的クラスタ
１０－１の次の第２物理的クラスタ１０－２に新たな原本ドライブデータ、すなわち、第
１原本ドライブデータ２０－１が記録され、次いで、その前に記録されたドライブデータ
、すなわち、第０原本ドライブデータ２０－０が記録される。また、第３物理的クラスタ
１０－３に前記第１原本ドライブデータ２０－１を複写した第１複写本ドライブデータ２
１－１が記録される。このように、新たなドライブデータが更新される度に、前記方法と
同じ方法で原本のドライブデータと複写本ドライブデータとが記録されうる。
【００２８】
　一方、本発明によるドライブデータ記録方法によって、原本ドライブデータと複写ドラ
イブデータとが対で記録された物理的クラスタのアドレスがドライブ領域１０と異なる別
途の所定領域にそれぞれ記録されて管理される。例えば、最終原本ドライブデータが記録
された領域のアドレスと最終複写本ドライブデータが記録された領域のアドレスとを、欠
陥処理関連情報が記録されるＤＭＡ領域、記録関連情報が記録される領域またはディスク
関連情報が記録される領域のデータフレームにある所定バイトにそれぞれ記録できる。こ
こで、記録関連情報が記録される領域とディスク関連情報が記録される領域とは、図１に
示されたコントロールデータ領域でありうる。
【００２９】
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　前記例では、ドライブ領域にある物理的クラスタまたはＥＣＣブロックが何れも有効な
場合を説明したが、物理的クラスタまたはＥＣＣブロックが連続的にまたは不連続的に損
傷されるか、または欠陥が発生して、その所に記録されたドライブデータが信頼できなく
なる場合が発生する恐れがある。このような場合には、信頼できる有効な物理的クラスタ
またはＥＣＣブロックにのみ選択的にドライブデータを記録する必要がある。
【００３０】
　図４は、任意の（ｎ＋１）個の物理的クラスタ１０－０，１０－１，１０－３，１０－
５，１０－６，１０－（ｎ－１）よりなるドライブ領域を概略的に示すものであって、損
傷されて信頼できない領域はハッシングして表示した。例えば、第０物理的クラスタ１０
－０と第１物理的クラスタ１０－１とが損傷され、第２物理的クラスタ１０－２が有効で
あり、第３物理的クラスタ１０－３が損傷され、第４物理的クラスタ１０－４が有効な場
合がありうる。このような場合、有効で信頼可能な第２物理的クラスタ１０－２と第４物
理的クラスタ１０－４とを一対として原本ドライブデータとそれを複写した複写ドライブ
データとをそれぞれ記録する。また、その次の有効な第７物理的クラスタ１０－７と第８
物理的クラスタ１０－８とに、それぞれ複写ドライブデータと原本ドライブデータとを記
録する。前記方法は、図２Ａを参照して、前述した実施例のように、複写ドライブデータ
が使われない場合に有用である。
【００３１】
　このように損傷されて使用できない物理的クラスタは除き、信頼可能な物理的クラスタ
のみを選択的にドライブ領域１０の前から順次にドライブデータを記録する。望ましくは
、２個ずつ一対をなしてドライブデータを記録する。この例のように、第０物理的クラス
タ１０－０と第１物理的クラスタ１０－１とは損傷されて使用できず、その次の第２物理
的クラスタ１０－２は信頼でき、第３物理的クラスタ１０－３も使用できない場合、信頼
できる物理的クラスタのうち前から順次にドライブデータが記録され、この時、原本ドラ
イブデータと複写ドライブデータとが一対となって記録される。図面で、信頼できる有効
な物理的クラスタを順次に２個ずつ使用してドライブデータを記録したものを“Ｏ”と表
示した。
【００３２】
　前述したような方法は、物理的クラスタ以外にＥＣＣブロックよりなるドライブ領域に
も同一に適用されうる。
【００３３】
　本発明によるドライブデータが記録された情報保存媒体及びその記録方法は、新たなフ
ォーマットに適用されうる新たなドライブデータ記録方法を提供する。
【００３４】
　本発明によるドライブデータ記録方法は、数回反復記録可能な情報保存媒体だけでなく
、１回記録可能な情報保存媒体にも有用に適用されうる。特に、１回記録可能な情報保存
媒体にドライブデータを記録する場合、一つの物理的クラスタまたはＥＣＣブロックには
１回記録のみ可能であるので、次に新たなドライブデータが記録される時には、直前に使
用した物理的クラスタまたはＥＣＣブロックが使用できない。したがって、最終的にドラ
イブデータが記録された物理的クラスタまたはＥＣＣブロックの次の物理的クラスタまた
はＥＣＣブロックに新たなドライブデータを記録しなければならないので、本発明の記録
方法を使用することが望ましい。このように、本方法は、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、ブルー
レイディスク、ＡＯＤ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃｓ）のような次世
代高密度ＤＶＤにも適用されうる。
【００３５】
　また、数回反復記録可能な情報保存媒体の場合には、最終ドライブデータが記録された
領域に既存の全てのドライブデータが共に記録されているので、最終ドライブデータが記
録された領域のみを再生することによって、効率的にドライブデータを管理できる利点が
ある。
【００３６】
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　図５は、本発明の実施例による記録装置のブロックダイヤグラムである。図５を参照す
るに、記録装置は、記録／再生ユニット１００１、制御部１００２、及びメモリ１００３
を含む。記録／再生ユニット１００１は、本発明の情報保存媒体１０００の実施例である
ディスク１０００にデータを記録し、ディスク１０００からデータを再生する。制御部１
００２は、図１ないし図４を参照して説明した本発明によるドライブデータを記録して管
理する。
【００３７】
　制御部１００２は、コンピュータ再生可能媒体にエンコーディングされたコンピュータ
プログラムを使用する方法を実現するコンピュータでありうる。コンピュータはファーム
ウェアを有するチップで実現されうるか、または前記方法を行うようにプログラム化でき
る一般または特殊な目的のコンピュータでありうる。
【００３８】
　また、数十ギカバイトの記録容量を具現するために、記録／再生ユニット１００１は、
ディスク１０００に数十ギカバイトのデータの記録に使用できる短波長、高開口数タイプ
のユニットを含む。このようなユニットの例は、４０５ｎｍの波長、０.８５の開口数を
有し、ブルーレイディスクと互換可能であり、かつ／またはＡＯＤと互換可能である。他
の１回記録型ディスクの例としては、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒを含む。
【００３９】
　本発明の実施例が図示されて説明されたが、本発明の原則及び思想から離脱されず、実
施例が当業者によって変更されうる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明によるドライブデータが記録された情報保存媒体及びその記録方法は、新たなフ
ォーマットに適用されうる新たなドライブデータ記録方法を提供し、数回反復記録可能な
情報保存媒体だけでなく、１回記録可能な情報保存媒体にも有用に適用されうる。数回反
復記録可能な情報保存媒体の場合には、最終ドライブデータが記録された領域に従来の全
てのドライブデータが共に記録されているので、最終ドライブデータが記録された領域の
みを再生することによって、効率的にドライブデータを管理できる利点がある。
【符号の説明】
【００４１】
１０００　情報保存媒体
１００１　記録／再生ユニット
１００２　制御部
１００３　メモリ
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