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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リードイン領域、データ領域およびリードアウト領域を備えた１回だけ記録可能な光記
録媒体の欠陥管理方法において、
　（ａ）前記データ領域に少なくとも１つのスペア領域を割り当てるステップと、
　（ｂ）前記記録媒体が複数の仮欠陥領域を有する場合、少なくとも１つの仮欠陥管理領
域を可変サイズの前記スペア領域に割り当て、少なくとも１つの仮欠陥管理領域を固定サ
イズの前記リードイン領域に割り当てるステップと、
　（ｃ）前記複数の仮欠陥管理領域が前記スペア領域に割当てられる場合、前記複数の仮
欠陥管理領域を互いに分けて割り当てるステップと、
　（ｄ）前記（ｂ）ステップにより割当てられた前記複数の仮欠陥管理領域のうちの少な
くとも１つに欠陥管理情報を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】
　前記複数の仮欠陥管理領域のうちの１つは前記データ領域の先頭部分に備えられ、前記
複数の仮欠陥管理領域の１つは前記光記録媒体のデータ領域の末尾部分に備えられること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　（ｅ）少なくとも１つのインナー・スペア領域を割り当て、前記インナー・スペア領域
の少なくとも一部を、欠陥領域を代替するための代替領域として使用するステップと、
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　（ｆ）少なくとも１つのアウター・スペア領域を割り当て、前記アウター・スペア領域
の少なくとも一部を、欠陥領域を代替するための代替領域として使用するステップと、
　（ｇ）前記少なくとも１つのインナー・スペア領域及び前記少なくとも１つのアウター
・スペア領域のうちの少なくとも１つの一部を、前記欠陥管理情報を管理するための仮欠
陥管理領域として割り当てるステップと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのインナー・スペア領域は、第１のインナー・スペア領域を含み、
当該インナー・スペア領域の割り当てられた全領域を、欠陥領域を代替するための領域と
して使用することを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのインナー・スペア領域は、データ領域の先頭部分に割り当てられ
る第１のインナー・スペア領域を含み、前記少なくとも１つのアウター・スペア領域は、
前記データ領域の末尾部分に割り当てられる第１のアウター・スペア領域を含むことを特
徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記光記録媒体は、少なくとも二つの記録層を有し、第１の記録層は、固定サイズを有
する仮欠陥管理領域と種々のサイズの１つを有する仮欠陥管理領域を含み、第２の記録層
は、固定サイズを有する仮欠陥管理領域と種々のサイズの１つを有する少なくとも１つの
仮欠陥管理領域を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　固定サイズを有する前記仮欠陥管理領域は、前記第１の記録層及び前記第２の記録層の
リードイン領域内にそれぞれ配置され、前記種々のサイズの１つを有する前記仮欠陥管理
領域は、前記第１の記録層及び前記第２の記録層のアウター・スペア領域内にそれぞれ配
置されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　固定サイズを有する前記仮欠陥管理領域は、前記第１の記録層及び前記第２の記録層の
インナー・スペア領域内にそれぞれ配置され、種々のサイズの１つを有する前記仮欠陥管
理領域は、前記第１の記録層及び前記第２の記録層のアウター・スペア領域内にそれぞれ
配置されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の記録層は、その全領域が欠陥領域を代替するための代替領域として使用され
る第１のインナー・スペア領域と、種々に割り当てられたサイズの１つを有する前記アウ
ター・スペア領域とを含み、前記第２の記録層は、第２のインナー・スペア領域と、前記
アウター・スペア領域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１０】
　前記複数の仮欠陥管理領域は、互いに順次に使用されることを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の仮欠陥管理領域は、互いに優先することなく、ランダムに使用されることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　リードイン領域、データ領域およびリードアウト領域を有する１回だけ記録可能な光記
録媒体の欠陥を管理するための装置であって、
　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・ユニットと、
　前記データ領域に少なくとも１つのスペア領域を割り当てるように構成され、前記記録
媒体が複数の仮欠陥管理領域を有する場合、可変サイズの前記スペア領域に少なくとも１
つの仮欠陥管理領域を割り当て、少なくとも１つの仮欠陥管理領域を固定サイズの前記リ
ードイン領域に割り当てるように構成され、前記複数の仮欠陥管理領域が前記スペア領域
に割り当てられる場合、前記複数の仮欠陥管理領域を互いに分けて備えるように構成され
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、前記複数の仮欠陥管理領域の少なくとも１つに欠陥管理情報を記録するために制御する
ように構成された制御ユニットと
　を備えたことを特徴とする装置。
【請求項１３】
　リードイン領域とリードアウト領域とを有する１回だけ記録可能な光記録媒体であって
、
　少なくとも１つのスペア領域が配置されるデータ領域であって、前記スペア領域は複数
の仮欠陥管理領域を含むデータ領域を備え、
　前記リードイン領域は少なくとも１つの仮欠陥管理領域を含み、前記仮欠陥管理領域が
分けて備えられ、前記仮欠陥管理領域の少なくとも１つに欠陥管理情報が記録され、
　前記仮欠陥管理領域は可変サイズの前記リードイン領域に含まれ、前記仮欠陥管理領域
は固定サイズの前記スペア領域に含まれることを特徴とする光記録媒体。
【請求項１４】
　前記複数の仮欠陥管理領域のうちの１つは、前記データ領域の先頭部分に備えられ、前
記複数の仮欠陥管理領域のうちの１つは、前記光記録媒体の前記データ領域の末尾部分に
備えられていることを特徴とする請求項１３に記載の光記録媒体。
【請求項１５】
　前記データ領域は、
　少なくとも１つのインナー・スペア領域であって、その少なくとも一部が欠陥領域を代
替するための代替領域として使用される少なくとも１つのインナー・スペア領域と、
　少なくとも１つのアウター・スペア領域であって、その少なくとも一部が欠陥領域を代
替するための代替領域として使用される少なくとも１つのアウター・スペア領域と
　を備え、
　前記少なくとも１つのインナー・スペア領域及び前記少なくとも１つのアウター・スペ
ア領域のうちの少なくとも１つの一部は、前記欠陥管理情報を管理するための少なくとも
１つの仮欠陥管理領域として使用されることを特徴とする請求項１３に記載の光記録媒体
。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのインナー・スペア領域は、第１のインナー・スペア領域を含み、
当該領域の割り当てられた全領域は欠陥領域を代替するために使用されることを特徴とす
る請求項１５に記載の光記録媒体。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのインナー・スペア領域は、前記データ領域の先頭部分に割り当て
られる第１のインナー・スペア領域を含み、前記少なくとも１つのアウター・スペア領域
は、前記データ領域の末尾部分に割り当てられる第１のアウター・スペア領域を含むこと
を特徴とする請求項１５に記載の光記録媒体。
【請求項１８】
　前記光記録媒体は、少なくとも二つの記録層を備え、第１の記録層は、固定サイズを有
する仮欠陥管理領域と種々のサイズの１つを有する仮欠陥管理領域を含み、第２の記録層
は、固定サイズを有する仮欠陥管理領域と種々のサイズの１つを有する少なくとも１つの
仮欠陥管理領域を含むことを特徴とする請求項１３に記載の光記録媒体。
【請求項１９】
　固定サイズを有する前記仮欠陥管理領域は、前記第１の記録層及び第２の記録層のリー
ドイン領域内にそれぞれ配置され、種々のサイズの１つを有する前記複数の仮欠陥管理領
域は、前記第１の記録層及び前記第２の記録層のアウター・スペア領域内にそれぞれ配置
されることを特徴とする請求項１８に記載の光記録媒体。
【請求項２０】
　固定サイズを有する前記仮欠陥管理領域は、前記第１の記録層及び前記第２の記録層の
インナー・スペア領域内にそれぞれ配置され、種々のサイズの１つを有する前記仮欠陥管
理領域は、前記第１の記録層及び前記第２の記録層のアウター・スペア領域内にそれぞれ
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配置されていることを特徴とする請求項１８に記載の光記録媒体。
【請求項２１】
　前記第１の記録層は、その全領域が欠陥領域を代替するために使用される第１のインナ
ー・スペア領域と、種々に割り当てられたサイズの１つを有する前記アウター・スペア領
域を含み、前記第２の記録層は、前記第２のインナー・スペア領域と、前記アウター・ス
ペア領域とを含むことを特徴とする請求項１９に記載の光記録媒体。
【請求項２２】
　前記制御ユニットは、少なくとも一部が欠陥領域を代替するための代替領域として使用
される少なくとも１つのインナー・スペア領域を割り当て、少なくとも一部が欠陥領域を
代替するための代替領域として使用される少なくとも１つのアウター・スペア領域を割り
当て、前記少なくとも１つのアウター・スペア領域及び前記少なくとも１つのインナー・
スペア領域のうちの少なくとも一つの一部を、前記欠陥管理情報を管理するための前記少
なくとも１つの仮欠陥管理領域として割り当てることを特徴とする請求項１２に記載の装
置。
【請求項２３】
　前記制御ユニットは、前記仮欠陥管理領域の１つをリードイン領域に割り当て、前記仮
欠陥管理領域の別の１つをアウター・スペア領域に割り当てることを特徴とする請求項１
２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記複数の仮欠陥管理領域は、互いに順次に使用されることを特徴とする請求項１２に
記載の装置。
【請求項２５】
　前記記録媒体にデータを記録し、または前記記録媒体からデータを再生するための命令
を前記制御ユニットに送信するように構成されたホストをさらに備え、
　前記制御ユニットは前記ホストからの命令に従って前記ピックアップ・ユニットを制御
することを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項２６】
　リードイン領域、データ領域及びリードアウト領域を有する１回だけ記録可能な記録媒
体からデータを再生する方法であって、
　複数の仮欠陥管理領域の少なくとも１つに記録された欠陥管理情報を再生するステップ
を備え、
　少なくとも１つのスペア領域は前記データ領域に割り当てられ、前記記録媒体が複数の
仮欠陥管理領域を有する場合、少なくとも１つの仮欠陥管理領域は可変サイズの前記スペ
ア領域に割り当てられ、少なくとも１つの仮欠陥管理領域は固定サイズの前記リードイン
領域に割り当てられ、前記複数の仮欠陥管理領域が前記スペア領域に割り当てられる場合
、前記仮欠陥管理領域は互いに分けて備えられることを特徴とする方法。
【請求項２７】
　前記複数の仮欠陥管理領域の１つは前記データ領域の先頭部分に備えられ、前記複数の
仮欠陥管理領域の１つは前記光記録媒体のデータ領域の末尾部分に備えられることを特徴
とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記スペア領域は、
　少なくとも一部が欠陥領域を代替するための代替領域として使用される少なくとも１つ
のインナー・スペア領域と、
　一部が欠陥領域を代替するための代替領域として使用される少なくとも１つのアウター
・スペア領域とを備え、
　前記少なくとも１つのアウター・スペア領域及び前記少なくとも１つのインナー・スペ
ア領域のうちの少なくとも１つの一部は、前記欠陥管理情報を一時的に管理するための少
なくとも１つの仮欠陥管理領域として割り当てられることを特徴とする請求項２６に記載
の方法。
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【請求項２９】
　前記少なくとも１つのインナー・スペア領域は、割り当てられた全領域が欠陥領域を代
替するために使用される第１のインナー・スペア領域を含むことを特徴とする請求項２８
に記載の方法。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのインナー・スペア領域は、データ領域の先頭部分に割り当てられ
た第１のインナー・スペア領域を含み、前記少なくとも１つのアウター・スペア領域は、
前記データ領域の末尾部分に割り当てられた第１のアウター・スペア領域を含むことを特
徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　リードイン領域、データ領域及びリードアウト領域を有する１回だけ記録可能な光記録
媒体のデータを再生する装置であって、
　前記記録媒体からデータを再生するように構成されたピックアップ・ユニットと、
　前記記録媒体が複数の仮欠陥管理領域を有する場合、前記複数の仮欠陥管理領域の少な
くとも１つに記録すべき欠陥管理情報を再生するための前記ピックアップ・ユニットを制
御するように構成された制御ユニットとを備え、
　少なくとも１つのスペア領域は前記データ領域に割り当てられ、前記記録媒体が複数の
仮欠陥管理領域を有する場合、少なくとも１つの仮欠陥管理領域は可変サイズの前記スペ
ア領域に割り当てられ、少なくとも１つの仮欠陥管理領域は固定サイズの前記リードイン
領域に割り当てられ、前記複数の仮欠陥管理領域が前記スペア領域に割り当てられる場合
、前記仮欠陥管理領域は互いに分けて備えられることを特徴とする装置。
【請求項３２】
　前記仮欠陥管理領域の１つは、リードイン領域に割り当てられ、前記仮欠陥管理領域の
別の１つは、アウター・スペア領域に割り当てられることを特徴とする請求項３１に記載
の装置。
【請求項３３】
　前記複数の仮欠陥管理領域は、互いに順次に使用されることを特徴とする請求項３１に
記載の装置。
【請求項３４】
　前記記録媒体から前記制御ユニットに前記データを再生するための命令を送信するよう
に構成されたホストをさらに備え、
　前記制御ユニットは、前記ホストからの命令に従って前記ピックアップ・ユニットを制
御することを特徴とする請求項３１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１回だけ記録可能な（write-once）光記録媒体と、それについての欠陥領域
情報を管理する方法及び装置に関し、より詳細には、１回だけ記録可能な光記録媒体にお
ける仮欠陥管理領域（temporary defect management areas）を割り当てる方法及び装置
と、欠陥管理のためのスペア領域を割り当てる方法と、仮欠陥管理領域とスペア領域が割
り当てられたブルーレイ・ディスクのような１回だけ記録可能な光記録媒体に関する。
【０００２】
　（背景技術）
　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。現在
、ブルーレイ・ディスク（Blu-ray Disc）のような新規な高密度デジタル汎用ディスク（
ＨＤ－ＤＶＤ）が、開発中である。この種の媒体は、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。
【０００３】
　ブルーレイ・ディスク（Blu-ray Disc）は、４０５ｎｍ波長の青紫色レーザを使用する
。この波長は、従来のＤＶＤに使用される赤色レーザよりも、短い。赤色レーザの波長は
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、６５０ｎｍである。ブルーレイ・ディスクは、厚さ１．２ｍｍ、直径１２ｃｍを有し、
約０．１ｍｍの厚さを有する光透過層を有する。このため、従来の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】
　図１は、ブルーレイ・ディスクへデータを読み書きすることができる光ディスク装置を
示す図である。同図に示すように、光ディスク装置は、光ディスク１０に信号を記録し、
または再生するための光ピックアップ１１と、光ピックアップ１１で読み込んだ信号を再
生信号へと処理し、または外部から入力されるデータ・ストリームを記録に適する記録信
号へと変調し、及び信号処理するビデオ・ディスク・レコーダ（ＶＤＲ：Video Disc Rec
order）システム１２と、外部から入力されるアナログ信号をエンコードし、エンコード
されたアナログ信号をＶＤＲシステム１２へ出力するエンコーダ１３とを含む。
【０００５】
　ブルーレイ・ディスク（ＢＤ）の１タイプとして書き換え可能なタイプがあり、これを
ＢＤ－ＲＥ（Blu-ray Disc Rewritable）という。ＢＤ－ＲＥは、書き換え可能という特
性を有し、これにより、記録媒体上に、繰り返し、ビデオまたはオーディオ・データを記
録したり、消去したり、書き換えすることが可能である。
【０００６】
　図２は、ＢＤ－ＲＥの構造を示す図である。同図に示すように、ＢＤ－ＲＥディスクは
、リードイン領域（ＬＩＡ；Lead-In Area）と、データ領域（Data Area）、及びリード
アウト領域（ＬＯＡ；Lead-Out Area）とに区画され、データ領域は、先頭及び末尾にそ
れぞれ割り当てられるインナー・スペア領域（ＩＳＡ；Inner Spare Area）とアウター・
スペア領域（ＯＳＡ；Outer Spare Area）を有する。
【０００７】
　前述した方式により構成される前記ＢＤ－ＲＥにおいて、図１に示す光学ディスク装置
のＶＤＲシステム１２は、外部からの入力データを記録に適する記録信号へとエンコード
し変調した後、エラー訂正ブロック（ECC Block）単位に対応するクラスタ（Cluster）単
位で記録する。データを記録する途中に、ＢＤ－ＲＥのデータ領域に欠陥領域が存在する
場合、欠陥領域に記録されたクラスタ単位のデータは、スペア領域例えば、ＢＤ－ＲＥ上
のインナー・スペア領域（ＩＳＡ）にも記録される。一連の線形代替動作を実行すること
ができる。
【０００８】
　したがって、光学ディスク装置のＶＤＲシステム１２は、ＢＤ－ＲＥのデータ領域に欠
陥領域が存在する場合、当該欠陥領域上に記録されたクラスタ単位のデータをスペア領域
に記録する。ＢＤ－ＲＥの再生動作を行う時には、スペア領域に記録されたデータを読み
込んで再生するため、データの記録エラーが防止できるようになる。
【０００９】
　ブルーレイ・ディスクについて色々な基準（standards）が開発中である。
【００１０】
　これに関連して、第２のタイプのブルーレイ・ディスクとして、記録媒体上にデータを
繰り返し記録できずに単に１回だけ記録可能なディスクがあり、これはＢＤ－ＷＯ（Blu-
ray Disc Wirte-Once）と呼ばれる。ＢＤ－ＷＯは、繰り返しの書き換えを不要とする場
合に有用である。ＢＤ－ＷＯでも欠陥領域の管理が必要になった。
【００１１】
　特に、ＢＤ－ＲＥは、データの書き換えが可能であることから、ＢＤ－ＲＥの欠陥管理
領域（ＤＭＡ　defect management area）のサイズは、相対的に小さくても済む（図２の
ＤＭＡ１～ＤＭＡ４参照）。これに対し、ＢＤ－ＷＯは、データを１回だけ記録可能であ
ることから、欠陥領域を管理するためのＢＤ－ＷＯにおいて要求される領域は、ＢＤ－Ｒ
Ｅにおいて要求される領域より大きい領域を必要とする。したがって、充分なサイズの欠
陥管理領域をＢＤ－ＷＯ上に割り当てる必要がある。
【００１２】
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　充分なサイズの欠陥管理領域を有するＢＤ－ＷＯのようなブルーレイ・ディスクは、レ
ンズのＮＡ（Lens Numerical Aperture）が０．８５ＮＡであって、ディスクの片面に二
つの記録層を形成する片面複層記録技術を適用する場合、現在のＤＶＤに比べて遥かに大
量のデータが格納できるようになる。格納容量の増大は、レンズを通して密に収束した光
線が光学ディスクに渡されることによって達成される。
【００１３】
　ブルーレイ・ディスクは、高い開口率（ＮＡ）、増大した格納容量、０．３２μｍのト
ラックピッチを有する。また、このブルーレイ・ディスク技術を用いて作製された光ディ
スクは、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭに比べて遥かに高速でデータを伝送することがで
きる。また、ビデオ、オーディオ・データのフォーマットの場合、現にＤＶＤで採択して
いるＭＰＥＧ２（ビデオ）、ＡＣ３、ＭＰＥＧ１、レイヤー２（オーディオ）などがその
まま使用され、そのため従来の方法との互換性も確保される。また、データが効率よく保
護できるＨＤ－ＤＶＤ方式のドライブを作製すれば、現に使用されている大半のＤＶＤデ
ィスクにデータを格納し再生することができる。
【００１４】
　（発明の開示）
　本発明は、前述の従来技術の制限及び不合理な面に起因する多くの問題点を実質的に解
決した、１回だけ記録可能な光記録媒体、その欠陥管理情報を管理する方法、その方法を
実装する装置に、向けられる。
【００１５】
　本発明の目的は、１回だけ記録可能な光学記録媒体上の欠陥管理情報を管理する方法と
、欠陥管理情報を記録する領域を含む記録媒体を提供することにある。
【００１６】
　本発明の他の目的は、１回だけ記録可能なブルーレイ・ディスクのための欠陥管理方法
及び欠陥管理情報を記録する領域を備えた記録媒体を提供することにある。
【００１７】
　発明の追加の利点、目的、および機能は、以下の説明において部分的に明らかになり、
および以下の考察に基づいてこの分野の通常の技術を有する当業者には明らかになり、ま
た本発明の実践か学ぶことが可能である。本発明の更なる目的及び特長は、後述する実施
形態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。
【００１８】
　これらの目的と他の利点を達成するため、本明細書で具体化され、広く説明されている
、本発明の目的に従う、１回だけ記録可能な光記録媒体の欠陥管理方法は、リードイン領
域、データ領域およびリードアウト領域を備えた１回だけ記録可能な光記録媒体の欠陥管
理方法を含み、この方法は、（ａ）前記データ領域に少なくとも１つのスペア領域を割り
当てるステップと、（ｂ）前記記録媒体が複数の仮欠陥領域を有する場合、少なくとも１
つの仮欠陥管理領域を可変サイズの前記スペア領域に割り当て、少なくとも１つの仮欠陥
管理領域を固定サイズの前記リードイン領域に割り当てるステップと、（ｃ）前記複数の
仮欠陥管理領域が前記スペア領域に割当てられる場合、前記複数の仮欠陥管理領域を互い
に分けて（離れて）割り当てるステップと、（ｄ）前記（ｂ）ステップにより割当てられ
た前記複数の仮欠陥管理領域のうちの少なくとも１つに欠陥管理情報を記録するステップ
と、を備えることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の別な面において、リードイン領域、データ領域およびリードアウト領域を有す
る１回だけ記録可能な光記録媒体の欠陥を管理するための装置は、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・ユニットと、前記データ領域に少なくとも１
つのスペア領域を割り当てるように構成され、前記記録媒体が複数の仮欠陥管理領域を有
する場合、可変サイズの前記スペア領域に少なくとも１つの仮欠陥管理領域を割り当て、
少なくとも１つの仮欠陥管理領域を固定サイズの前記リードイン領域に割り当てるように
構成され、前記複数の仮欠陥管理領域が前記スペア領域に割り当てられる場合、前記複数
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の仮欠陥管理領域を互いに分けて（離れて）備えるように構成され、前記複数の仮欠陥管
理領域の少なくとも１つに欠陥管理情報を記録するために制御するように構成された制御
ユニットとを備えたことを特徴とする。
【００２０】
　本発明の別な面において、リードイン領域とリードアウト領域とを有する１回だけ記録
可能な光記録媒体は、少なくとも１つのスペア領域が配置されるデータ領域であって、前
記スペア領域は複数の仮欠陥管理領域を含むデータ領域を備え、前記リードイン領域は少
なくとも１つの仮欠陥管理領域を含み、前記仮欠陥管理領域が分けて備えられ、前記仮欠
陥管理領域の少なくとも１つに欠陥管理情報が記録され、前記仮欠陥管理領域は可変サイ
ズの前記リードイン領域に含まれ、前記仮欠陥管理領域は固定サイズの前記スペア領域に
含まれる。
【００２１】
　本発明に係る前述した課題を解決するための手段の説明と後述する実施形態の説明は、
例示であり、説明目的のものであり、本発明のさらなる説明を提供することを意図してい
ることを理解すべきである。
【００２２】
　（発明を実施するための最良の形態）
　本発明の好ましい実施形態を詳細に説明し、その例を添付の図面を参照して説明する。
なお、可能な限り、全図面において同一の図面符号が使用され、同一の図面符号は、同じ
、または類似の要素を示す。
【００２３】
　図３を参照すれば、本発明のＢＤ－ＷＯのための光ディスクの記録再生装置２０は、次
の構成要素を含んでいる。光ディスクの記録再生装置２０は、ＢＤ－ＷＯのような記録媒
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光学ピックアップ２２と、ピ
ックアップを制御して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
、該当するトラックをトラッキングするピックアップサーボ２３と、光学ピックアップへ
の入力信号を処理し、提供するデータプロセッサ２４と、外部ホスト３０とのデータをや
り取りするインターフェイス２５と、欠陥管理に関わる情報を格納するメモリ２７と、上
述した各構成要素の動作を制御するマイクロコンピュータ２６と、を含む。また、光記録
再生装置２０内の全ての構成要素は、動作可能なように相互接続されている。ホスト３０
は、記録媒体を読み書きする記録再生装置２０内のインターフェイス２５に接続されてお
り、データとコマンドをやり取りする。
【００２４】
　ＢＤ－ＷＯのような光記録媒体がロードされると、装置２０は、ＤＭＡ（Defect Manag
ement Area）情報及びＴＤＭＡ（Temporary Defect Management Area）情報などのような
欠陥管理に関する情報を、メモリ２７または他の好適な格納手段（ストレージ）に格納す
る。動作中に、メモリ２７は、欠陥管理動作にしたがって周期的にアップデートされる。
本発明の方法は、図１及び図３に示す装置またはその他の好適な装置またはシステムを用
いて実装可能である。
【００２５】
　図４は、本発明の実施形態によるＢＤ－ＷＯの記録領域構成の一例を示す図である。図
４に示すＢＤ－ＷＯは、一つの記録層を有する単層ディスク構造を有し、リードイン領域
（ＬＩＡ）と、データ領域、及びリードアウト領域（ＬＯＡ）を含んでいる。ユーザ・デ
ータ領域は、データ領域内に配置され、リードイン領域（ＬＩＡ）とリードアウト領域（
ＬＯＡ）は、最終的な（final）あるいは常設の（permanent）欠陥管理領域（ＤＭＡ１～
ＤＭＡ４）を含んでいる。それぞれの領域で示した矢印は、データの記録方向の一例を表
している。
【００２６】
　本発明による仮欠陥管理領域（temporary defect management area）（ＴＤＭＡ１また
はＴＤＭＡ２）は、ＢＤ－ＷＯのリードイン領域及びデータ領域内に設けられる。ここで



(9) JP 4469286 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

、このＴＤＭＡ（仮欠陥管理領域）は、最終欠陥管理領域（ＤＭＡ１、ＤＭＡ２、ＤＭＡ
３、ＤＭＡ４）とは区別される。特に、この仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ）は、ＢＤ－ＷＯ
がファイナライズされる（finalized）まで一時的に欠陥管理情報を記録し、管理するの
に使用される、ＢＤ－ＷＯの領域である。その後、欠陥管理情報は、図４に示す記録層上
の複数の欠陥管理領域、例えばＤＭＡ１～ＤＭＡ４、の少なくとも一つに記録される。例
えば、ＢＤ－ＷＯのユーザ・データ領域内へのデータの記録が完了すると、前記ＢＤ－Ｗ
Ｏがファイナライズされたと見なされる。
【００２７】
　図４に示すＢＤ－ＷＯのデータ領域は、ユーザ・データ領域と、インナー・スペア領域
（ＩＳＡ０）、及びアウター・スペア領域（ＯＳＡ０）を含んでいる。第２のＴＤＭＡ２
は、ＯＳＡ０内に備えられる。ＯＳＡ０は、ユーサ・データ領域内に存在する欠陥領域に
対応するデータを代替記録するための代替領域（Ｒ／Ａ；Replacement Area）をさらに含
んでいる。ＩＳＡ０は、その全領域が代替領域（Ｒ／Ａ）として使用される。即ち、図４
に示す実施形態によれば、複数の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１、ＴＤＭＡ２）がＢＤ－Ｗ
Ｏ上の特定領域に分けられて（離れて）設けられる。例えば、ＴＤＭＡ１は、リードイン
領域内に備えられ、ＴＤＭＡ２は、アウター・スペア領域内に備えられる。このような特
定領域の一例は、ＢＤ－ＷＯの内周領域（inner circumferential area）と外周領域（ou
ter circumferential area）になる。特に、図４は、内周領域は内周領域に、外周領域は
データ領域の末尾に、備えられることを示している。
【００２８】
　ＢＤ－ＷＯの外周領域に設けられるＴＤＭＡ２のサイズは固定されている。一方、ＴＤ
ＭＡ２の大きさは、スペア領域（例えば、ＯＳＡ０）のサイズに応じて可変にしてもよい
。具体的な例を挙げると、ＯＳＡ０のサイズがＮ×２５６クラスタであるとすれば、ＴＤ
ＭＡ２のサイズは、Ｍ×２５６になり、Ｍは、Ｎ／４の値を有する整数になる。例えば、
Ｎ＝６４であれば、ＯＳＡ０のサイズは１６３８４クラスタになり、ＴＤＭＡ２のサイズ
は、４０９６クラスタ（即ち、Ｍ＝Ｎ／４）になる。
【００２９】
　ＢＤ－ＷＯの外周領域に備えられるＴＤＭＡ２のサイズは、スペア領域（ＯＳＡ０）の
サイズによって可変することができる。この理由は、次の通りである。即ち、スペア領域
内にデータの記録のための代替領域（Ｒ／Ａ）が備えられると、代替領域のサイズと、仮
欠陥管理領域のサイズ、及び全スペア領域のサイズが相互関連性を有するためである。仮
に、これらのいずれかのサイズが減少すれば、他の領域のサイズが増大する（この逆も成
り立つ）。本実施形態において、ＴＤＭＡ２のサイズに比べて、内周領域（リードイン領
域）に備えられる仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１）は、固定されたサイズを保つ。本発明の
この実施形態における、リードイン領域内に備えられる仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１）は
、ＴＤＭＡ２の使用に関連して使用すればよい。例えば、スペア領域（ＯＳＡ０）内に備
えられるＴＤＭＡ２が欠陥管理を行わない場合、このスペア領域のサイズは、‘０’のサ
イズを有するように割り当てればよい（即ち、スペア領域が存在しない）。この場合、Ｔ
ＤＭＡ２のサイズも‘０’になる。このような場合は、そのデータ領域の全体が、ユーザ
・データを記録するために使用される場合に存在する。しかし、この場合にも、リードイ
ン領域内のＴＤＭＡ１は、依然として使用可能であり、これは、またＤＤＳ（Disc Defin
ition Structure）を用いた特定情報の管理及び記述が可能である。しかしながら、ＤＤ
Ｓは、欠陥リストを管理するために活用されるものではない。さらに詳細な説明を、図１
０及び図１１を参照して後述する。
【００３０】
　ユーザ・データ領域内に欠陥領域が検出されると、この欠陥領域内に記録すべきデータ
は、代替領域（Ｒ／Ａ）内に記録され、この欠陥領域に関わる欠陥管理情報が、ＴＤＭＡ
１またはＴＤＭＡ２のうちの１つまたは複数に記録される。
【００３１】
　図５は、本発明の他の実施形態であって、ＢＤ－ＷＯの他の構成を示す図である。図５
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に示すＢＤ－ＷＯは、単層ディスク構造であり、これは、リードイン領域（ＬＩＡ）と、
データ領域、及びリードアウト領域（ＬＯＡ）を含んでいる。それぞれの領域の矢印は、
データの記録方向を表すために使用されている。インナー・スペア領域（ＩＳＡ０）とア
ウター・スペア領域（ＯＳＡ０）のそれぞれは、ユーザ・データ領域内の欠陥領域（見つ
かった場合）に対応するデータを代替記録するための代替領域（Ｒ／Ａ）を含んでいる。
【００３２】
　図５の実施形態によれば、ＴＤＭＡ１は、データ領域の開始部分（例えば、ＩＳＡ０内
）に設けられ、ＴＤＭＡ２は、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０）内に設けられる。結果
として、本発明のこの実施形態において、複数の仮欠陥領域（ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２）
は、ＢＤ－ＷＯ内の予め特定された領域（即ち、ＩＳＡ０とＯＳＡ０）内に別々に（離れ
て）備えられる。第１のＴＤＭＡ（ＴＤＭＡ１）は、インナー・スペア領域内に備えられ
、第２のＴＤＭＡ（ＴＤＭＡ２）は、アウター・スペア領域内に備えられる。広い意味で
は、複数の仮欠陥管理領域は、ＢＤ－ＷＯの複数の特定領域内に別々に設けられる。例え
ば、この特定領域は、内周領域と外周領域になる。より詳しくは、図５に示した実施形態
において、その内周領域は、データ領域の開始部分に備えられ、その外周領域は、データ
領域の末尾（end portion）に備えられる。
【００３３】
　この実施形態において、ＢＤ－ＷＯの外周領域に設けられるＴＤＭＡ２のサイズは、固
定とすることができ、またはスペア領域（ＯＳＡ０）のサイズに応じて可変とすることが
できる。同様に、ＴＤＭＡ１のサイズも固定とすることも、または必要に応じて可変とす
ることもできる。しかし、好ましくは、リードインエリア内のＴＤＭＡ１は、固定したサ
イズを有し、ＯＳＡ０内のＴＤＭＡ２は、可変するサイズを有することである。
【００３４】
　本例による場合、欠陥領域が検出されると、この欠陥領域に記録すべきデータは、代替
領域（Ｒ／Ａ）内に記録され、この欠陥領域に関連付けられた欠陥管理情報は、ＴＤＭＡ
１とＴＤＭＡ２のうちの１つあるいは複数に記録される。欠陥情報を記録するための代替
領域は、複数のスペア領域のうちの１つに備えられる。
【００３５】
　図６は、本発明に係るＢＤ－ＷＯのまた他の記録領域の構成を示す図である。図６に示
すＢＤ－ＷＯは、二つの記録層（Ｌａｙｅｒ０、１）を有する。第１の記録層（Ｌａｙｅ
ｒ０）は、リードイン領域と、データ領域５０ａ、及びアウター領域（ｏｕｔｅｒ　ａｒ
ｅａ０）を含み、第２の記録層（Ｌａｙｅｒ１）は、リードアウト領域と、データ領域５
０ｂ、アウター領域（ｏｕｔｅｒ　ａｒｅａ１）を含む。複数のＤＭＡ（ＤＭＡ１～ＤＭ
Ａ４）は、それぞれの記録層に備えられ、それぞれのデータ領域５０ａ、５０ｂは、少な
くとも一つのスペア領域を含んでいる。各領域内の矢印は、記録方向の例を表す。
【００３６】
　本実施形態によれば、仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１またはＴＤＭＡ３）は、各記録層に
おけるリードイン領域またはリードアウト領域内に備えられ、インナー・スペア領域（Ｉ
ＳＡ０、ＯＳＡ１）とアウター・スペア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）は、各記録層のデー
タ領域５０ａと５０ｂに備えられる。仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ２またはＴＤＭＡ４）は
、それぞれ各層のアウター・スペア領域（ＯＳＡ０またはＯＳＡ１）内に備えられる。本
例では、ＩＳＡ０とＩＳＡ１の全域が代替領域（Ｒ／Ａ）として活用され、ＯＳＡ０とＯ
ＳＡ１のそれぞれは、代替領域（Ｒ／Ａ）を含んでいる。
【００３７】
　本実施形態は、広い意味では、複数の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１、ＴＤＭＡ３、ＴＤ
ＭＡ２、ＴＤＭＡ４）を有し、それぞれがＢＤ－ＷＯの特定領域にそれぞれ別々に（離れ
て）設けられる、と見なすことができる。第１の対（ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ３）がリード
イン領域とリードアウト領域内に備えられ、第２の対（ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４）がＯＳ
Ａ０とＯＳＡ１内に備えられる。この実施形態は、複数の仮欠陥管理領域が、２層ＢＤ－
ＷＯの内周領域と外周領域内の特定領域に、別々に（離れて）備えられる、と見なすこと
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ができる。特に、内周領域は、リードイン領域とリードアウト領域に備えられ、外周領域
は、各データ領域の末尾に備えられる。
【００３８】
　ＢＤ－ＷＯの外周領域に設けられるＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４のサイズは、固定とするこ
とができ、または関連するスペア領域のサイズに応じて可変とすることもできる。例えば
、外周領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）のサイズがＮ×２５６クラスタであるとすれば、ＴＤ
ＭＡ２とＴＤＭＡ４のサイズはＭ×２５６クラスタになり、Ｍは、Ｎ／４の値を有する整
数になる。即ち、例えば、Ｎ＝３２であれば、それぞれの（またはいずれかの）ＯＳＡ０
及びＯＳＡ１のサイズは、８１９２クラスタになり、ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４のサイズは
、Ｍ＝Ｎ／４＝８であることから２０４８クラスタになる。同様に、ＴＤＭＡ１とＴＤＭ
Ａ３のサイズも固定にすることも、可変にすることもできる。なお、好ましくは、リード
イン領域及びリードアウト領域内のＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ３のサイズは固定したサイズを
有し、ＯＳＡ０及びＯＳＡ１内のＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４のサイズは、可変するサイズを
有する。
【００３９】
　ＢＤＯ－ＲＯの外周領域に備えられる複数の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４
）のサイズがスペア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）のサイズに応じて可変する理由が存在す
る。１つの理由は、スペア領域内に仮欠陥管理領域に取って代わるものとして代替領域（
Ｒ／Ａ）が備えられると、代替領域のサイズ、仮欠陥管理領域のサイズ、及びスペア領域
のサイズが相互関連性を有するためである。比較した場合、内周領域（即ち、リードイン
領域、リードアウト領域）に備えられる仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ３）は、
固定したサイズを有することが好ましい。
【００４０】
　図６に示す例では、リードイン領域及びリードアウト領域内に備えられる仮欠陥管理領
域（ＴＤＭＡ１、ＴＤＭＡ３）は、仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４）の使用に
関連して使用される。例えば、アウター・スペア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）内に設けら
れる仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ２、ＴＤＭＡ４）が欠陥領域を管理しない場合、スペア領
域（ＩＳＡ０、ＯＳＡ０）は、‘０’のサイズを有するように割り当てることができる。
この結果、データ領域の全体が、ユーザ・データを記録するために使用される際に、ＴＤ
ＭＡ２のサイズも‘０’になる。しかし、リードイン領域内の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ
１、ＴＤＭＡ３）は、依然として使用可能であり、特定情報の管理及び記述が依然として
発生するためである。この場合、欠陥リスト（ＤＦＬ；Defect List）は管理されない。
さらに詳細な説明を、図１０及び図１１を参照して後述する。
【００４１】
　欠陥領域が検出されれば、ユーザ・データ領域の欠陥領域に記録すべきデータは代替領
域（Ｒ／Ａ）内に記録され、欠その陥領域に関連付けられた欠陥管理情報は、ＢＤ－ＷＯ
の予め特定された領域内に備えられた仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）の少な
くとも一つに記録される。図６に示す例では、この代替領域は、スペア領域の一部として
設けられる。
【００４２】
　図７は、本発明の実施形態によるＢＤ－ＷＯの記録領域の構成についての他の例を示す
図である。本実施形態は、ＴＤＭＡがそれぞれの記録層（Ｌａｙｅｒ０、１）内のインナ
ー・スペア領域とアウター・スペア領域に備えられる点を除いて、図６に示す実施形態の
構成と同一である。即ち、、図７の例は、図５に示す単層ディスク構成の二層ディスク・
バージョンである。
【００４３】
　特に、図７に示すＢＤ－ＷＯは、２層ＢＤ－ＷＯの構成であって、リードイン領域と、
リードアウト領域と、データ領域５０ａ、５０ｂ、及びアウター領域（ｏｕｔｅｒ　ａｒ
ｅａ０、１）を含んでいる。各領域内の矢印は、記録方向の例を表す。
【００４４】
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　仮欠陥管理領域ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ３は、各記録層におけるデータ領域５０ａ、５０
ｂの先頭部分、即ち、インナー・スペア領域ＩＳＡ０、ＩＳＡ１内に備えられ、また、仮
欠陥管理領域ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４は、それぞれ該当するデータ領域内の末尾、即ち、
アウター・スペア領域（ＯＳＡ０、ＯＳＡ１）内に備えられる。
【００４５】
　詳述すれば、図７に示す本発明の実施形態は、複数の仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡ１～Ｔ
ＤＭＡ４）を含み、それぞれのＴＤＭＡは、データ領域の開始部分（インナー・スペア領
域）と末尾（アウター・スペア領域）内に備えられる。
【００４６】
　ＢＤ－ＷＯの外周領域に設けられるＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４のサイズは、固定にするこ
ともでき、またはスペア領域（ＯＳＡ０、１）のサイズに応じて可変にすることもできる
。本実施形態によれば、仮にＢＤ－ＷＯ上へのデータの記録時に欠陥領域が検出されると
、その欠陥領域に記録すべきデータは代替領域（Ｒ／Ａ）内に記録され、その欠陥領域に
関連付けられた欠陥管理情報は、ＢＤ－ＷＯの予め特定された領域内に備えられた仮欠陥
管理領域（ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）の少なくとも一つに記録される。ＴＤＭＡ１とＴＤ
ＭＡ３は、固定したサイズを有し、ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４のサイズは、可変するサイズ
を有する。
【００４７】
　また他の実施形態として、欠陥管理情報を記録する方法は、最終欠陥管理領域と仮欠陥
管理領域を設けること、仮陥管理領域の代わりにスペア領域内に欠陥管理を代替的に記録
すること、ＢＤ－ＷＯのそれぞれの予め特定された領域内に分けられて（離れて）備えら
れた複数の仮欠陥管理領域内に、欠陥管理情報を記録し、仮欠陥管理情報領域を全て使用
し切った後は、欠陥管理情報を最終欠陥管理領域内に記録すること、を含む。
【００４８】
　一例として、図４に示すＢＤ－ＷＯの構成を用いれば、複数の仮欠陥管理領域（ＴＤＭ
Ａ１、ＴＤＭＡ２）が備えられ、リードイン領域とリードアウト領域内に備えられた欠陥
管理領域は、最終欠陥管理領域（ＤＭＡ１～ＤＭＡ４）になる。仮に、データの記録途中
に欠陥領域が検出されると、データ領域に記録すべきデータは、スペア領域内に備えられ
た代替領域（Ｒ／Ａ）内に代替的に記録され、対応する欠陥管理情報は、仮欠陥管理領域
内に記録される。前記仮欠陥管理領域（ＴＤＭＡｓ）を使用し切って、更なる欠陥管理情
報が記録できるＴＤＭＡが残っていないと、そこで、最終または最新の欠陥管理情報を、
最終欠陥管理領域（ＤＭＡ１～ＤＭＡ４）内に移記する。
【００４９】
　図８は、本発明の実施形態に係る単層または二層ＢＤ－ＷＯにおける複数の仮欠陥管理
領域（ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）を使用する方法の一例を示す図である。この方法におい
て、ＴＤＭＡ１は、ＴＤＤＳ（Temporary Disc Definition Structure）とＴＤＦＬ（Tem
porary Defect List）を格納する。なお、図示していないが、ＴＤＭＡ２もＴＤＤＳとＴ
ＤＦＬを格納する領域である。図８に示す実施形態は、特定の欠陥管理情報（例えば、Ｔ
ＤＤＳとＴＤＦＬ）は、それをＴＤＭＡ２に記録するまえに、ＴＤＭＡ１に記録すること
を示している。同図では、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２だけを示しているが、本方法は、全て
のＴＤＭＡ（例えば、ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）に適用する。
【００５０】
　ＴＤＤＳとＴＤＦＬについて説明する。本発明において、ＴＤＤＳは、仮ディスク定義
構造を意味し、このＴＤＤＳは、“一時的（temporary）”であるという点で、ＤＤＳ（D
isc Definition Structure）と区別される。同様に、ＴＤＦＬは、仮欠陥リストを意味し
、これは、“一時的”という点でＤＦＬ（Defect List）と区別される。ＴＤＤＳとＴＤ
ＦＬは共に複数のＴＤＭＡのそれぞれに含まれる。
【００５１】
　ＴＤＦＬは、ディスクの使用途中に欠陥と決められたクラスタのリストを（部分的に）
含んでいる。これに関連して、ＴＤＤＳは、欠陥管理に関わるディスクのフォーマット及
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び状態を特定しており、一般に、全体的な管理情報を提供する。ディスクのフォーマット
は、欠陥領域の管理のための、ディスク上の領域の特定のレイアウトに関わる情報を含ん
でおり、ディスク状態は、（後述する）様々なフラグ（flag）を含んでいる。ＴＤＦＬは
、欠陥領域とその代替領域のアドレスを含んでいる。また、仮欠陥管理領域（例えば、Ｔ
ＤＭＡ１、ＴＤＭＡ２）に記録されたＴＤＤＳとＴＤＦＬは、最終欠陥管理領域（ＤＭＡ
１～ＤＭＡ４）に記録される最終管理情報（ＤＤＳとＤＦＬ）になる。ディスクがファイ
ナライズされると、または欠陥がもはや管理することができなくなると、ＴＤＭＡ（複数
）に格納された最新のＴＤＤＳとＴＤＦＬは、それぞれＤＤＳとＤＦＬとしてＤＭＡの少
なくとも一つに転送され、記録される。ユーザ・データ領域へのデータの記録途中に、Ｔ
ＤＤＳとＴＤＦＬは、周期的にまたは同時にアップデートされ、そのアップデートもＴＤ
ＭＡに記録される。このような特定の動作は、後述する過程を通じてより明確になるはず
である。
【００５２】
　図８に示す実施形態において、ＴＤＭＡ１は、最初に（即ち、ＴＤＭＡ２を使用する前
に）使用領域であり、そこに、ＴＤＤＳとＴＤＦＬのような欠陥管理情報を記録する。Ｔ
ＤＭＡ１がフル（full）になると、ＴＤＭＡ２が使用され、そこに欠陥管理情報を記録す
る。しかし、他の変形例として、ＴＤＭＡ２を最初に（即ち、ＴＤＭＡ１を使用する前に
）使用することも可能である。この場合には、ＴＤＭＡ２がフルになると、ＴＤＭＡ１が
使用され、そこに欠陥管理情報を記録する。このような状況において、複数のＴＤＭＡの
いずれがフルになったかを表す情報が、ＴＤＭＡのフル・フラグ（full flag）により示
される。フル・フラグ情報（"full flag" indication）は、ここに開示した好適実施形態
が、複数のＴＤＭＡのいずれがフルであるかを表す情報を要求するので、必要である。例
として、ＴＤＭＡ１のフル・フラグは、ＴＤＤＳ内に含まれる。
【００５３】
　したがって、図８に示す実施形態では、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２またはＴＤＭＡ２とＴ
ＤＭＡ１は、連続して使用され、そこに欠陥管理情報を格納する。また他の実施形態とし
て、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２は、ＢＤ－ＷＯのリードイン領域とリードアウト領域に配置
してもよい。特定のＴＤＭＡの使用は、様々な要素に依存し、その例は、複数のＴＤＭＡ
使用する方法の説明で提供される。
【００５４】
　図８に示す方法、及び後述する他の方法（図９～図１３に示す方法）は、図４、図５、
図６、図７に示すディスク構造及び後述するそれらの変形に適用可能である。また、本発
明は、ＢＤ－ＷＯの各記録層上に一つまたは複数のＴＤＭＡを含む実施形態を包含するこ
とに留意されたい。
【００５５】
　図８及び続く図９では、単にＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２だけを示す。これらは、単なる一
例に過ぎず、ＢＤ－ＷＯ上に割り当てられた他の複数のＴＤＭＡ（例えば、ＴＤＭＡ１と
ＴＤＭＡ３、ＴＤＭＡ２とＴＤＭＡ４、ＴＤＭＡ３とＴＤＭＡ６、など）を示すことがで
きる。
【００５６】
　図９は、本発明の実施形態による単層または二層ＢＤ－ＷＯにおける複数の仮欠陥管理
領域（ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）を使用する方法の他の例を示す図である。しかしながら
、図８のみならず、図９に示す例は、図１２に示すＴＤＭＡフル・フラグ、及び図１３に
示す関連する構造についての例を説明すると、より良く理解されよう。
【００５７】
　図１２は、本発明に係る欠陥管理情報の記録構造の一例を示す図である。例示されたも
のは、ＴＤＭＡがフルであるか否かを示すＴＤＭＡフル・フラグであり、このフル・フラ
グは、ＴＤＤＳ内に記録される。なお、前述した如く、ＴＤＤＳは、管理情報の全体を含
んでいる。本発明では、欠陥領域を管理するために、ＴＤＭＡフル・フラグ及び“ＴＤＭ
Ａ１　ｓｉｚｅ”、“ＴＤＭＡ２　ｓｉｚｅ”などのようなサイズの指示情報（indicato
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rs）を使用する。なお、このフル・フラグ及びサイズ指示情報が全ての場合に必ずしも必
要とされることではない。詳細には、フル・フラグは、特定領域がフルであるかどうかに
関する情報を提供し、特定領域に対応する１ビットの指示情報とすることができる。本実
施形態では、仮に、特定領域がＴＤＭＡであり、該当するフル・フラグのビット値が“１
”であるとすると、その対応する領域（例えば、ＴＤＭＡ１）は、フルになっている、ま
たはフル状態にあると評価される。したがって、その特定のＴＤＭＡは、そのＴＤＭＡ１
がフルであるため、更なる使用ができない。
【００５８】
　図１３は、一つまたはそれ以上のＴＤＭＡ（ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）のフル有無を表
す８ビットのフル・フラグの例を示す図である。図１３に示す構造は、図１２に示すＴＤ
ＤＳ内の特定のフィールドに含まれる。図８に示すように、ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬの記録
において、ＴＤＤＳのサイズは、例えば、１クラスタに固定され、ＴＤＦＬのサイズは可
変可能である。図６及び図７に示すような２層ＢＤ－ＷＯにおけるＴＤＦＬのサイズは、
１～８クラスタ内で可変可能である。このサイズは、ディスク全体の記録容量及びスペア
領域のサイズを考慮して決められる。
【００５９】
　複数のＴＤＭＡを使用する方法によれば、ＢＤ－ＷＯ上へのデータの記録途中に特定の
欠陥領域が発生するか、または検出されると、その欠陥領域に記録されたまたは記録すべ
きデータは、そのＢＤ－ＷＯの予め決められた代替領域（例えば、スペア領域）に記録さ
れる。図１３に関わるより詳しい説明は、後述する。
【００６０】
　図９について説明する。前述したように、図９は本発明に係る仮欠陥管理領域を使用す
る方法に関するまた他の例を示す図である。図９に示す仮欠陥管理領域を使用する方法は
、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２を予め決められた使用順番なしにランダムに使用するという点
に特徴がある。前述した図１２と図１３を使用して説明したフル・フラグは、本実施形態
においても同様に適用される。
【００６１】
　仮に、図８及び図９の場合において、ＴＤＭＡフル・フラグが、特定のＴＤＭＡはフル
であることを表すと、連続するまたは別のＴＤＭＡを、欠陥管理情報を格納するための領
域として使用する。図９に示すようなランダムな使用の場合は、使用順番が特定されない
。しかし、全てのＴＤＭＡがフルになれば、ＢＤ－ＷＯにおける更なる欠陥管理を行うこ
とができなくなる。欠陥管理を行うことができなくなると、現在のディスク状態を反映す
るために、最終のまたは最新のＴＤＤＳとＴＤＦＬ情報が、ＴＤＭＡから転送され、ＤＭ
Ａ（ＤＭＡ１～ＤＭＡ４）の少なくとも一つに記録される。ＤＭＡ上への最終情報の記録
については、後述する。
【００６２】
　図９に示す実施形態によれば、欠陥領域のデータは、予め決められた代替領域に記録さ
れる。この欠陥領域とこの代替領域に関わる欠陥管理情報は、ランダムに所望のＴＤＭＡ
上に記録される。例えば、ＢＤ－ＷＯにおける欠陥領域に最も隣接しているＴＤＭＡが、
その欠陥管理情報を記録するために利用可能である。したがって、図９に示すように、Ｔ
ＤＭＡは、可変的にまたは必要に応じて使用される。
【００６３】
　本発明における仮欠陥管理領域を使用する更なる方法において、複数の仮欠陥管理領域
が、種々の条件に連動して可変的に使用される。
【００６４】
　例えば、図５～図７に示す実施形態にしたがって、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２を含む欠陥
管理のための領域を考慮すれば、仮に、ＢＤ－ＷＯの使用中では、欠陥管理情報を単にＴ
ＤＭＡ２だけに記録することも可能である。なお、最新の欠陥管理情報は、ＢＤ－ＷＯの
取り出し時に、ＴＤＭＡ１に記録される。即ち、欠陥管理情報が記録される領域をいずれ
にするかについての選択は、ディスクの使用途中に欠陥管理情報が記録される領域である
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か、またはディスクの取り出し時点で欠陥管理情報が記録される領域であるか、によって
決められる。
【００６５】
　仮欠陥管理領域を使用する方法についての別の実施形態によれば、ＢＤ－ＷＯへのデー
タの記録時に、そのデータ記録の処理中に欠陥領域が発生するか、または検出されると、
当該欠陥領域に記録された（または記録すべき）データは、予め決められた代替領域に記
録される。ディスクの使用途中の欠陥管理情報は、ＴＤＭＡ２に記録され、ディスクの取
り出し時にはで同一の欠陥管理情報が再度ＴＤＭＡ１に記録される。
【００６６】
　またディスク使用する他の方法として、複数の仮欠陥管理領域のいずれかを選択するた
めに種々の目的が用いられる。ディスクを使用する一つの方法は、“重要度”に基づく方
法である。即ち、例えば、欠陥管理情報をアップデートする重要度が低い場合であれば、
ＴＤＭＡ２を用いて欠陥管理情報を記録し、欠陥管理情報をアップデートする重要度が高
い場合であれば、ＴＤＭＡ１（ＴＤＭＡ２の代わりに）を用いて欠陥管理情報を記録する
ことができる。ここで、重要度の決定に使用される基準も多様に設定可能である。欠陥管
理情報をリフレッシュする周期が、その条件とされるか、または（その重要度は）設計者
の選択に基づいて決められる。また、ディスクの取り出し時点を、欠陥管理情報を記録す
る重要な時点と設定することができる。この場合、ディスクの使用途中は、重要度の低い
時点にあたり、欠陥管理情報を（ＴＤＭＡ１の代わりに）ＴＤＭＡ２に記録する。ディス
クの取り出し時点は、重要度の高い時点にあたり、欠陥管理情報を（ＴＤＭＡ２の代わり
に）ＴＤＭＡ１に記録する。ＴＤＭＡ１（またはＴＤＭＡ３）が、リードイン領域（また
はリードアウト領域）に位置することにより、ディスクがロードされる際により速やかに
且つ容易にアクセス可能になるため、ＴＤＭＡ１（またはＴＤＭＡ３）の使用がＴＤＭＡ
２（またはＴＤＭＡ４）の使用に比べて長所を有する。
【００６７】
　“重要度”の決定に使用される一つの基準としてアップデート周期が活用される。即ち
、以前の欠陥管理情報のアップデート時刻と現時点の欠陥管理情報のアップデート時刻と
の間隔が長い場合には、現時点でアップデートされる欠陥管理情報を相対的に重要な情報
として認識し、欠陥管理情報を、たとえディスクの使用途中であるとしても、ＴＤＭＡ１
に記録することができる。“重要度”の決定に使用される他の基準としては、発生した、
または検出された欠陥領域の数が活用される。仮に、相対的に多くの欠陥領域が存在すれ
ば、これは、一層信頼性が要求されると判断できることから、この場合にも欠陥管理情報
を、ディスクの使用途中であっても、ＴＤＭＡ１に記録することができる。
【００６８】
　使用方式によって、仮に、欠陥管理情報が重要度に応じてＴＤＭＡに記録されるとすれ
ば、ＴＤＭＡ１がディスクの内周トラックに位置するため、ディスクをローディングする
初期時間から始まる、重要な情報を速やかに且つ的確に得ることが可能になる。
【００６９】
　図１０及び図１１は、本発明の仮欠陥管理情報を構成する方法の更なる二つの例を示す
図である。一つの実施形態において、本発明は、ＴＤＭＡ上に欠陥管理情報を構成する方
法であって、ＴＤＤＳとＴＤＦＬとを互いに別々に記録する方式である。本発明の他の実
施形態は、ＴＤＭＡ上に欠陥管理情報を構成する方法であって、ＴＤＤＳとＴＤＦＬとを
互いに統合される。図１０は、（分けられた）前者の場合を示し、図１１は、（統合され
た）後者の場合を示す。ここで、欠陥管理情報がアップデートされる時点毎に、最新のＴ
ＤＦＬとＴＤＤＳ情報がＴＤＭＡ内に記録される。
【００７０】
　特に、図１０は、ＴＤＭＡ上に欠陥管理情報を構成し、記録する方法を示し、ＴＤＭＡ
内では、ＴＤＤＳとＴＤＦＬは互いに別々にされる。それぞれのＴＤＤＳは、固定した（
例えば、１クラスタ）サイズを有し、ＴＤＦＬのサイズは、１～８クラスタの間で可変可
能なサイズを有する。
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【００７１】
　図１１は、ＴＤＭＡ上に欠陥管理情報を構成し、記録する方法を示し、ＴＤＭＡ内では
、ＴＤＤＳとＴＤＦＬは、互いに統合される。欠陥管理情報は、図１１に示すようにＴＤ
ＤＳ＋ＴＤＦＬの形態で記録される。前述したように、ＴＤＦＬのサイズは、１～８クラ
スタ間で可変可能であるため、（ＴＤＤＳ＋ＴＤＦＬ）のサイズも１～８クラスタの間の
可変可能である。
【００７２】
　再び図１２を参照すれば、それぞれのＴＤＭＡ（ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）のサイズに
関わる情報が、ＴＤＭＡフル・フラグと一緒にＴＤＤＳ内に記録される。図４及び図５に
示す構成による場合、単にＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２のサイズだけを表す情報がＴＤＤＳ内
に提供され、図６及び図７に示す構成による場合、ＴＤＭＡ１、ＴＤＭＡ２、ＴＤＭＡ３
、ＴＤＭＡ４のサイズを表す情報がＴＤＤＳ内に提供される。このことは、本発明におい
て、欠陥管理情報は、ＢＤ－ＷＯにおける予め決められた特定領域内に設けられる複数の
仮欠陥管理領域によって記録されることを意味する。したがって、情報およびビットの量
及びタイプ、およびＴＤＭＡのサイズを表す方法などが、図１２に示す実例に限定されな
い。
【００７３】
　再び図１３を参照すれば、示された８ビット構造は仮欠陥管理領域のフル・フラグを説
明する例である。図１３に示すように、ＴＤＭＡフル・フラグの１ビットは、それぞれの
ＴＤＭＡ（ＴＤＭＡ１～ＴＤＭＡ４）に割り当てられている。例えば、‘００００　００
１１’の値を有するＴＤＭＡフル・フラグは、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ２がフルであること
を示す。ＴＤＭＡフル・フラグを表すに際して、サイズとビット・マッピング方式が、図
１３に示す構成に限定されない。
【００７４】
　図１３に示すように、例えば、それぞれのＴＤＭＡ（ＴＤＭＡ１からＴＤＭＡ４まで）
は、ＴＤＭＡフル・フラグのビットｂ０からビットｂ３にそれぞれマッピングされる。図
４及び図５に示す構造では、ＴＤＭＡ３とＴＤＭＡ４のためのフル・フラグ情報は不要で
ある。ＴＤＭＡ３とＴＤＭＡ４のためのフル・フラグ情報は、図６に示される２層ディス
ク構成にしたがって決められる。２層ＢＤ－ＷＯにおいて、論理的使用観点で、ＴＤＭＡ
２とＴＤＭＡ４は、一つの統合された仮欠陥管理領域として使用することができる。同様
に、ＴＤＭＡ１とＴＤＭＡ３も、一つの統合された仮欠陥管理領域として使用することも
できる。したがって、この場合におけるＴＤＭＡフル・フラグを定義する一つの方法は、
一つのフル・フラグ（またはビット）をＴＤＭＡ１＋ＴＤＭＡ３に対して定義し、他のフ
ル・フラグ（またはビット）をＴＤＭＡ２＋ＴＤＭＡ４に対して定義する、ことも可能で
ある。
【００７５】
　したがって、欠陥管理情報を複数の仮欠陥管理領域に記録する場合、システムは、記録
する領域が使用可能な領域であるか否かを決めることができるようになる。
【００７６】
　（産業への利用性）
　本発明は、ＢＤ－ＷＯにデータを記録する途中に欠陥領域が見つかった場合の欠陥管理
方法を提供する。特に、欠陥領域に記録されるべき欠陥管理情報を、ＢＤ－ＷＯ上の代替
領域に代替記録すること、および、その欠陥管理情報を、ディスク内の予め決められた特
定領域内に別々に提供される複数の仮欠陥管理領域に記録すること、によって、ＢＤ－Ｗ
Ｏ上において、欠陥管理情報を用いた書き込み、記録、再生、欠陥領域の管理が、実現さ
れる。
【００７７】
　本発明において、本発明の要旨と思想を逸脱することなく、種々の変更や変形が可能で
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、
本発明の変更および変形が、特許請求の範囲及びその均等な範囲内に入るなら、それらは
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【００７８】
　また、添付した図面は、実施形態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、本発明の実施形態及び概念を説明するために提供する。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】一般の光ディスク装置を概略的に示す図である。
【図２】ＢＤ－ＲＥの記録領域の構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るＢＤ－ＷＯの光ディスク装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る１回だけ記録可能な光記録媒体の記録領域の一形態を示
す図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る１回だけ記録可能な光記録媒体の記録領域の他の例
を示す図である。
【図６】本発明のまた他の実施形態に係る１回だけ記録可能な光記録媒体の記録領域のま
た他の例を示す図である。
【図７】本発明の更なる実施形態に係る１回だけ記録可能な光記録媒体の記録領域の更な
る例を示す図である。
【図８】本発明に係る仮欠陥管理領域の使用方法の一例を示す図である。
【図９】本発明に係る仮欠陥管理領域の使用方法の他の例を示す図である。
【図１０】本発明に係る仮欠陥管理情報を構成する方法に関する一例を示す図である。
【図１１】本発明に係る仮欠陥管理情報を構成する方法に関する他の例を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るＴＤＤＳの構成及び情報コンテンツの一例を示す図で
ある。
【図１３】本発明に係る仮欠陥管理領域のフル・フラグ（full flag）の構成に関する一
例を示す図である。
【図１】

【図２】

【図３】



(18) JP 4469286 B2 2010.5.26

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(19) JP 4469286 B2 2010.5.26

10

20

30

40

フロントページの続き

(72)発明者  キム　スン　ダエ
            大韓民国　４３５－７４６　ギョンギ－ド　グンポ－シ　サンボン　１－ドン　ジュゴン　アパー
            トメント　１１１０－１４０６

    審査官  松平　英

(56)参考文献  特開２００１－３５７６２３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０１５５０７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０１５５２５（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０９０５８８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１４９４４９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３２９３２１（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０１／０９５３３０（ＷＯ，Ａ１）
              特開平０４－１７２６６２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０５０７６６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０５００３２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００５－０５６５４２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２８８９３８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－２７４８１４（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２１５６１２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３５２５２２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－２８０８６４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－２８０８６５（ＪＰ，Ａ）
              特表２００３－５３６１９４（ＪＰ，Ａ）
              特表２００５－５３８４９０（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０１／０２２４１６（ＷＯ，Ａ１）
              特開平０６－３４９２０１（ＪＰ，Ａ）
              特表２００６－５１９４５５（ＪＰ，Ａ）
              特表２００５－５３８４９１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２５１７２１（ＪＰ，Ａ）
              ＪＩＳハンドブック　情報処理　ハードウェア編，日本，財団法人日本規格協会，１９９９年　
              ４月２１日，第１０６４頁～第１０７０頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11B  20/10
              G11B  20/12
              G11B  20/18
              G11B   7/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

