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(57)【要約】
　２層以上の記録層を有する情報記録媒体においても、
迅速かつ適切な記録・再生を可能とするために、（Ｌ０
）層～（Ｌ２）層を含んでいると共に、（Ｌ０）層～（
Ｌ２）層におけるディフェクトマネジメントエリア（Ｄ
ＭＡ１－０）～（ＤＭＡ１－２）から構成される９６ク
ラスタの記録領域が、交替管理情報（ＤＤＳ）、及び欠
陥リスト（ＤＦＬ１）～（ＤＦＬ６）の７つの情報を記
録する領域に分割されており、交替管理情報（ＤＤＳ）
、及び欠陥リスト（ＤＦＬ１）～（ＤＦＬ６）のそれぞ
れが、ディフェクトマネジメントエリア（ＤＭＡ１－０
）～（ＤＭＡ１－２）の記録容量に応じ、層間分離させ
ることなく配置できる限界まで、同一の記録層において
連続した領域として配置されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒
体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域であ
る管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されている情報記録媒体であって、
　前記複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ
、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域とし
て配置されていることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　前記複数の管理情報記録領域のうちの１つ以上の領域が、前記複数の記録層のうちの少
なくとも２つ以上の記録層に分離して配置されていることを特徴とする請求項１に記載の
情報記録媒体。
【請求項３】
　前記管理情報は、自媒体における欠陥管理を行なうための情報である欠陥管理情報を含
んでいることを特徴とする請求項１又は２に記載の情報記録媒体。
【請求項４】
　複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒
体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域であ
る管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されている情報記録媒体の記録再生装置で
あって、
　前記複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ
、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域とな
るように記録することを特徴とする記録再生装置。
【請求項５】
　前記情報記録媒体に対して前記管理情報の記録を行う管理情報記録手段と、
　前記管理情報の記録の際に、前記複数の管理情報記録領域のそれぞれの更新回数又はエ
ラーの発生状況を判定する領域状況判定手段と、
　前記領域状況判定手段が、前記更新回数が所定回数を超えた、又は管理情報記録領域に
エラーが発生したことを示すエラー判定を行なった場合に、該エラー判定が行なわれた管
理情報記録領域とは別の、該エラー判定が行なわれなかった管理情報記録領域に対して、
前記管理情報記録手段により前記管理情報を記録させると共に、前記エラー判定が行なわ
れた管理情報記録領域のうち前記更新回数が前記所定回数以下の領域を、有効な記録領域
に更新する管理情報記録制御手段とを備えていることを特徴とする請求項４に記載の記録
再生装置。
【請求項６】
　複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒
体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域であ
る管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されている情報記録媒体の記録再生装置で
あって、
　前記複数の管理情報記録領域のうち、同一の記録層に連続した領域として配置される領
域から優先的に使用することを特徴とする記録再生装置。
【請求項７】
　複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒
体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域であ
る管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されている情報記録媒体の記録再生装置で
あって、
　前記複数の管理情報記録領域のうち、同一の記録層に連続した領域として配置される領
域から優先的に前記管理情報を取得する管理情報取得手段と、
　前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正しく取得されたものであるか否かを
判定する正否判定手段と、



(3) JP WO2009/034973 A1 2009.3.19

10

20

30

40

50

　前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得されたものでないと判定した場合に、
前記管理情報取得手段は、つぎに優先度の高い管理情報記録領域から前記管理情報を取得
することを特徴とする記録再生装置。
【請求項８】
　複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒
体における情報の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域であ
る管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されている情報記録媒体に該管理情報を記
録する管理情報記録方法であって、
　前記複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ
、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域とな
るように記録することを特徴とする管理情報記録方法。
【請求項９】
　前記複数の管理情報記録領域のうちの１つ以上の領域が、前記複数の記録層のうちの少
なくとも２つ以上の記録層に分離するように前記管理情報を記録することを特徴とする請
求項８に記載の管理情報記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報記録媒体、記録再生装置及び管理情報記録方法に関し、特に複数の記録
層を有する情報記録媒体の管理情報、該管理情報を使用する情報記録媒体の記録再生装置
、及び該管理情報を情報記録媒体に記録する管理情報記録方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像情報や音声情報をはじめとする各種の情報がデジタル化されるにつれて、デ
ジタル情報の量が飛躍的に増大してきている。これに伴い、大容量化・高密度化に適した
光ディスク及び光ディスク記録再生装置などの開発が進められている。
【０００３】
　例えば、光ディスクに記録される画像情報には、個人で撮影した画像情報や、ネットワ
ーク経由で購入した画像情報などの貴重な情報が含まれており、これらの情報を誤りなく
記録・再生する技術が重要になっている。光ディスクの場合、光ディスクの表面にキズ等
がついてしまう場合がある。そのような領域は、記録・再生できないため、いわゆる欠陥
領域として取り扱われる。欠陥領域へは、記録・再生できないため、代わりの領域（交替
領域）に記録・再生する、いわゆる、交替処理が行われる。
【０００４】
　このような交替処理に関する従来技術として特許文献１には、交替処理に用いる管理情
報の配置及び使用方法が開示されている。
【０００５】
　以下、図１３の（ａ）及び図１３の（ｂ）に基づき、特許文献１に開示された従来の交
替処理に用いる管理情報の配置及び使用方法について説明する。
【０００６】
　図１３の（ａ）に示すように、特許文献１に開示された光ディスクでは、各種情報が記
録される記録領域を含む記録層が１層のみとなっている。
【０００７】
　この記録層における記録領域に記録された各種情報が、図１３の（ａ）の情報テーブル
に示されている。以下、この各種情報の詳細について説明する。
【０００８】
　まず、システム情報は、光ディスク記録再生装置が各種の制御を正しく実行するために
必要な情報であり、例えば、記録再生条件等が記録されている。
【０００９】
　ディフェクトマネジメントエリアＤＭＡ（defect management area：欠陥管理領域、以
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下、簡単のため、「ディフェクトマネジメントエリア」を省略することがある）１～４は
、傷その他の欠陥（ディフェクト）等により、光ディスク上のある記録領域（エリア）が
記録・再生できなくなった場合、その記録・再生できなくなったエリア（欠陥エリア）の
アドレスを、ディフェクト情報として記録したり、さらには欠陥エリアに代える交替エリ
ア（交替領域）を用意する場合には、その交替エリアのアドレスを記録したりして、欠陥
管理を行なうための情報、すなわち、交替処理に用いる管理情報を記録する領域である。
【００１０】
　内周側交替領域ＩＳＡ（inner spare area、以下、簡単のため「内周側交替領域」を省
略することがある）０及び外周側交替領域ＯＳＡ（outer spare area、以下、簡単のため
「外周側交替領域」を省略することがある）０は、交替処理により情報を記録するための
領域、すなわち、交替領域である。
【００１１】
　図１３の（ａ）に示す情報テーブルにおいては、ユーザ記録領域には、ユーザ情報１、
及びユーザ情報２のみが記録されており、それ以外のユーザ記録領域は未記録領域として
残されている。
【００１２】
　ＤＭＡ１～ＤＭＡ４の各領域は、それぞれ３２クラスタ分の領域が確保されている。ク
ラスタとは、記録再生が可能な最小単位であり、１クラスタは６４Ｋバイトである。次に
、各ＤＭＡ領域に記録される情報の配置を図１３の（ｂ）に示す。
【００１３】
　ＤＭＡ１の先頭から４クラスタには、交替管理情報ＤＤＳ（disc definition structur
e、以下簡単のため「交替管理情報」を省略することがある）が記録される。ＤＤＳに続
く４クラスタには、欠陥リストＤＦＬ（Defect list、以下、簡単のため「欠陥リスト」
を省略することがある）１が記録される。以降、ＤＦＬ２～ＤＦＬ７が順に記録される。
ＤＦＬ２は、ＤＦＬ１へ記録不能であった場合、もしくは、所定回数以上の上書きを行っ
た場合にＤＦＬ１に代わって用いられる。ＤＦＬ３～ＤＦＬ７も同様に順に用いられる。
【００１４】
　しかしながら、前記従来の管理情報の配置及び使用方法では、１層のみを有する光ディ
スクを対象としたものであり、２層以上の光ディスクにおける管理情報の配置及び使用方
法については何も開示されていないという問題点がある。
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００４－１４０８８号公報（公開日：２００
４年１月１５日）」
【発明の開示】
【００１５】
　本発明は、前記従来の問題点に鑑みなされたものであって、２層以上の記録層を有する
情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録・再生が可能となる情報記録媒体などを提
供することを目的とする。
【００１６】
　本発明の情報記録媒体は、前記課題を解決するために、複数の記録層を含んでいると共
に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を
管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記
録領域に分割されている情報記録媒体であって、前記複数の管理情報記録領域のそれぞれ
が、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界
まで、同一の記録層において連続した領域として配置されていることを特徴としている。
【００１７】
　また、本発明の管理情報記録方法は、前記課題を解決するために、複数の記録層を含ん
でいると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録
及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の
管理情報記録領域に分割されている情報記録媒体に該管理情報を記録する管理情報記録方
法であって、前記複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録
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容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続し
た領域となるように記録することを特徴としている。
【００１８】
　前記構成及び方法によれば、情報記録媒体は、複数の記録層を含んでいると共に、該複
数の記録層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理する
ための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に
分割されている。
【００１９】
　ところで、特定の管理情報記録領域が多層（記録層）間に跨って存在している場合、該
管理情報記録領域から、例えば、欠陥管理などの情報記録媒体の記録・再生の管理に必要
な管理情報（１組の管理情報）のすべてを読み取るには、各層間で読取りの光スポット位
置を移動させる、いわゆる層間ジャンプを行う必要が生じる。
【００２０】
　この層間ジャンプを行なうと、光スポット位置を各層間で移動する以外にも、カバー層
厚などが変わることに起因する光学的な調整等が必要となるため、長い時間を要すること
になる。
【００２１】
　更には、このような管理情報を情報記録媒体の記録再生装置にて記録する際には、特定
の記録層に管理情報の一部を記録した後、他の記録層に管理情報の残りの部分を記録しな
ければならない。しかしながら、その記録が完了する前に、記録再生装置の電源を切って
しまう等の誤操作をしてしまうと、管理情報の一部のみが更新された状態となってしまう
。このような不完全な管理情報では、交替処理などの適切な自媒体の記録・再生の管理を
行うことができないため、情報記録媒体への記録・再生が全くできなくなってしまう。
【００２２】
　そこで、本発明の情報記録媒体又は管理情報記録方法では、前記複数の管理情報記録領
域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配
置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域として配置されている又は配置す
る。
【００２３】
　前記構成又は方法によれば、管理情報記録領域を、少なくとも前記管理領域の記録容量
に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領
域として配置されている又は配置するので、層間ジャンプが不要となり、短時間で管理情
報の記録または再生が可能となる。また、連続する領域に管理情報を記録するため、短時
間で記録が完了し、記録途中で電源を切ってしまう等の誤操作が発生する確率が非常に低
くなる。
【００２４】
　以上のように、管理領域における管理情報記録領域を、少なくとも前記管理領域の記録
容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続し
た領域として配置するようにすれば、該同一の記録層において連続した領域を優先的に使
用することで、層間ジャンプを行う必要性がほとんどなくなるので、迅速に記録・再生す
ることが可能となる。
【００２５】
　よって、２層以上の記録層を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録・再
生が可能となる情報記録媒体を提供することができる。
【００２６】
　また、本発明の記録再生装置は、前記課題を解決するために、複数の記録層を含んでい
ると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び
再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理
情報記録領域に分割されている情報記録媒体であって、前記複数の管理情報記録領域のそ
れぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置でき
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る限界まで、同一の記録層において連続した領域となるように記録することを特徴として
いる。
【００２７】
　前記構成によれば、記録再生装置は、前記複数の管理情報記録領域のそれぞれを、可能
な限り、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる
限界まで、同一の記録層において連続した領域となるように記録する。
【００２８】
　よって、上述した情報記録媒体及び管理情報記録方法について説明したことが同様に実
現できるため、２層以上の記録層を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録
・再生が可能となる情報記録媒体の記録再生装置を提供することができる。
【００２９】
　また、本発明の記録再生装置は、前記課題を解決するために、複数の記録層を含んでい
ると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び
再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理
情報記録領域に分割されている情報記録媒体の記録再生装置であって、前記複数の管理情
報記録領域のうち、同一の記録層に連続した領域として配置される領域から優先的に使用
することを特徴としている。
【００３０】
　前記構成のよれば、同一の層に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領域を優先
的に使用し、該管理情報記録領域を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報記録
領域を使用するようにしているので、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止する
とともに、管理情報記録領域の総上書き回数を増加させることができる。
【００３１】
　また、本発明の記録再生装置は、前記課題を解決するために、複数の記録層を含んでい
ると共に、該複数の記録層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び
再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理
情報記録領域に分割されている情報記録媒体の記録再生装置であって、前記複数の管理情
報記録領域のうち、同一の記録層に連続した領域として配置される領域から優先的に前記
管理情報を取得する管理情報取得手段と、前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報
が正しく取得されたものであるか否かを判定する正否判定手段と、前記正否判定手段が、
前記管理情報が正しく取得されたものでないと判定した場合に、前記管理情報取得手段は
、つぎに優先度の高い管理情報記録領域から前記管理情報を取得することを特徴としてい
る。
【００３２】
　前記構成によれば、管理情報取得手段は、前記複数の管理情報記録領域のうち、同一の
記録層に連続した領域として配置される領域から優先的に前記管理情報を取得し、正否判
定手段は、前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正しく取得されたものである
か否かを判定する。
【００３３】
　ここで、「管理情報が正しく取得されない場合」としては、例えば、記録時のレーザパ
ワーの不良により記録に失敗した場合や管理情報記録領域に欠陥が存在した場合などが考
えられる。このような場合であっても、管理情報記録領域はユーザ記録領域と異なり、交
替処理が行われないため、管理情報が正しく取得されない。
【００３４】
　また、前記管理情報取得手段は、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得され
たものでないと判定した場合に、つぎに優先度の高い管理情報記録領域から前記管理情報
を取得する。
【００３５】
　以上より、同一の層に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領域を優先的に使用
し、該管理情報記録領域を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報記録領域を使
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用するようにすれば、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止するとともに、管理
情報記録領域の総上書き回数を増加させることができる。
【００３６】
　また、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得されたものか否かの判定を行な
うので、適切な管理情報領域にて管理情報を取得することが可能となる。
【００３７】
　以上より、２層以上の記録層を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録・
再生が可能となる情報記録媒体などを提供することができる。
【００３８】
　本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであ
ろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施の一形態における情報記録媒体のＬ０層～Ｌ２層に記録された各種
情報の模式図である。
【図２】前記情報記録媒体の各層に記録された管理情報の模式図である。
【図３】前記情報記録媒体に記録されたＤＤＳ情報の内容の詳細を示す模式図である。
【図４】前記情報記録媒体に記録されたＤＦＬ情報の内容の詳細を示す模式図である。
【図５】本発明の実施の一形態における記録再生装置の構成の概要を示すブロック図であ
る。
【図６】前記記録再生装置の制御回路の構成を示すブロック図である。
【図７】前記記録再生装置の動作を示すフローチャートである。
【図８】前記記録再生装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】前記記録再生装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の他の実施形態における情報記録媒体のＬ０層～Ｌ２層に記録された管
理情報の模式図である。
【図１１】本発明のさらに他の実施形態における情報記録媒体のＬ０層～Ｌ７層に記録さ
れた管理情報の模式図である。
【図１２】本発明のさらに他の実施形態における情報記録媒体のＬ０層～Ｌ７層に記録さ
れた管理情報の模式図である。
【図１３】従来の情報記録媒体に記録された情報の模式図であり、（ａ）は、従来の情報
記録媒体に記録された各種情報を示し、（ｂ）は、従来の情報記録媒体に記録された管理
情報を示す。
【符号の説明】
【００４０】
　　１　光ディスク（情報記録媒体）
　　２　ピックアップ
　　３　再生回路（管理情報取得手段）
　　４　復号回路（管理情報取得手段）
　　５　記録・再生制御回路（管理情報取得手段、管理情報記録手段）
　　６　サーボ回路（管理情報取得手段、管理情報記録手段）
　　７　制御回路（管理情報取得手段、正否判定手段、管理情報記録制御手段、領域状況
判定手段）
　　８　管理情報取得部（管理情報取得手段）
　　９　管理情報記録制御部（管理情報記録制御手段）
　１０　記録部
　２０　光ディスク記録再生装置（記録再生装置）
　８１　ＤＤＳ取得部（管理情報取得手段）
　８２　正否判定部（正否判定手段）
　８３　ＤＦＬ取得部（管理情報取得手段）
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　９１　アクセス層選択部（管理情報記録制御手段）
　９２　領域状況判定部（領域状況判定手段）
　９３　管理情報領域選択部（管理情報記録制御手段）
　Ｌ０、Ｌ１、Ｌ２　層（記録層）
　ＤＭＡ１－０、ＤＭＡ１－１、及びＤＭＡ１－２　ディフェクトマネジメントエリア（
管理領域）
　ＤＭＡ２－０、ＤＭＡ２－１、及びＤＭＡ２－２　ディフェクトマネジメントエリア（
管理領域）
　ＤＭＡ３－０、ＤＭＡ３－１、及びＤＭＡ３－２　ディフェクトマネジメントエリア（
管理領域）
　ＤＭＡ４－０、ＤＭＡ４－１、及びＤＭＡ４－２　ディフェクトマネジメントエリア（
管理領域）
　ＤＤＳ　交替管理情報（管理情報記録領域、管理情報、欠陥管理情報）
　ＤＦＬ１～８　欠陥リスト（管理情報記録領域、管理情報、欠陥管理情報）
　ＩＳＡ０～２　内周側交替領域（交替領域）
　ＯＳＡ０～２　外周側交替領域（交替領域）
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　本発明の一実施形態について図１～図１２に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【００４２】
　　〔実施の形態１〕
　まず、図１に基づき、本発明の一実施形態である光ディスク（情報記録媒体）１に記録
される各種情報について説明する。なお、本実施の形態においては、実施形態の一例とし
て光ディスクについて説明するが、本発明の範囲を光ディスクに限定する趣旨ではない。
【００４３】
　図１は、光ディスク１のＬ０層（記録層）、Ｌ１層（記録層）、及びＬ２層（記録層）
の３層の記録層における記録領域に記録された各種情報の模式図である。
【００４４】
　本実施形態においては、３層を有する書換え可能な光ディスクの例を示すが、３層媒体
に限られず、２層媒体、及び４層以上の複数の記録層を含んでいる情報記録媒体も本発明
の適用範囲に含まれる。
【００４５】
　また、図１に示すように、光ディスク１は、読取りのためのレーザ光を入射する側から
Ｌ２層、Ｌ１層、及びＬ０層の３層により構成されているものとする。以下、各層に記録
される各種情報について説明する。
【００４６】
　まず、システム情報は、以下の実施の形態で説明する光ディスク記録再生装置（記録再
生装置）２０が各種の制御を正しく実行するために必要な情報であり、例えば、記録再生
条件等が記録されている。Ｌ０層、Ｌ１層、及びＬ２層の各層には、同一の情報が記録さ
れている。このため、いずれか１層の情報が読取り不能となっても、他の層の情報で代替
可能である。
【００４７】
　ディフェクトマネジメントエリア（以下、この接頭語は適宜省略する）ＤＭＡ（管理領
域）１－０，１－１及び１－２；ディフェクトマネジメントエリアＤＭＡ（管理領域）２
－０，２－１及び２－２；ディフェクトマネジメントエリアＤＭＡ（管理領域）３－０，
３－１及び３－２；ディフェクトマネジメントエリアＤＭＡ（管理領域）４－０，４－１
及び４－２は、Ｌ０層～Ｌ２層における記録領域であり、かつ光ディスク１における情報
の記録及び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域、例
えば、欠陥やキズにより記録不能となった記録領域の代わりに情報を記録する処理、すな
わち、交替処理に用いる管理情報を記録する領域などが考えられる。
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【００４８】
　ここで、図２に示すように、ディフェクトマネジメントエリア（管理領域）は、Ｌ０層
、Ｌ１層及びＬ２層の３層に分離したそれぞれのＤＭＡ（管理領域）１－０，１－１，及
び１－２の１組の記録領域が管理領域である。すなわち、「ＤＭＡ１－０」は「Ｌ０層の
第１ＤＭＡ」、「ＤＭＡ１－１」は「Ｌ１層の第１ＤＭＡ」、「ＤＭＡ１－２」は「Ｌ２
層の第１ＤＭＡ」の意義である。
【００４９】
　なお、同一の層における４つのＤＭＡ、すなわち、Ｌ０層のＤＭＡ１－０～４－０には
、全て同一の情報が記録される。このため、いずれか１つの領域が読取り不能となっても
他の領域に記録された情報で代替が可能である。同様に、Ｌ１層のＤＭＡ１－１～４－１
には、全て同一の情報が記録される。更に、Ｌ２層のＤＭＡ１－２～ＤＭＡ４－２も同一
の情報が記録される。すなわち、同じ層のＤＭＡ領域には、全て同一の情報が記録されて
いる。ただし、記録される情報は層毎に異なっており、例えば、ＤＭＡ１－０とＤＭＡ１
－１には、それぞれ、異なる情報が記録される。
【００５０】
　内周側交替領域ＩＳＡ（交替領域）０～２、及び外周側交替領域ＯＳＡ（交替領域）０
～２は、交替処理により情報を記録するための領域、すなわち、交替領域である。これら
複数の交替領域は、Ｌ０層の内周側から順番に使用しても良いし、欠陥領域に近い交替領
域を使用するようにしても良い。
【００５１】
　なお、管理情報は、以上のように、光ディスク１における欠陥管理を行なうための情報
である欠陥管理情報を含んでいることが好ましい。なお、「欠陥管理情報」は、例えば、
管理領域の例であるディフェクトマネジメントエリアＤＭＡ（defect management area：
欠陥管理領域）に記録されるＤＤＳ（disc definition structure：交替管理情報）やＤ
ＦＬ（Defect list：欠陥リスト）など、交替処理に必要な情報であれば、どのような情
報であっても良い。
【００５２】
　ＤＭＡは、傷その他の欠陥（ディフェクト）等により、光ディスク１上のある記録領域
（エリア）が記録・再生できなくなった場合、その記録・再生できなくなったエリア（欠
陥エリア）のアドレスを、ディフェクト情報として記録したり、さらには欠陥エリアに代
える交替エリア（交替領域）を用意する場合には、その交替エリアのアドレスを記録した
りして、欠陥管理を行なうための情報、すなわち、交替処理に用いる管理情報を記録する
領域である。
【００５３】
　また、「欠陥管理情報」には、記録・再生できなくなったエリア（欠陥エリア）のアド
レスを、ディフェクト情報として記録したりするような、自媒体における欠陥管理を行な
うための情報ではあるが、厳密には「交替処理」とは言えないような情報処理を含む概念
である。
【００５４】
　つぎに、Ｌ０層のユーザ記録領域には、ユーザ情報１及びユーザ情報２のみが記録され
ており、それ以外のユーザ記録領域及びＬ１層・Ｌ２層のユーザ記録領域は未記録領域と
して残されている。
【００５５】
　ＤＭＡ１－０、ＤＭＡ１－１、及びＤＭＡ１－２の３つの領域は、１組の管理領域を構
成している。これを図２に示す。ここでは、ＤＭＡ１－０、ＤＭＡ１－１、及びＤＭＡ１
－２の各領域は、それぞれ３２クラスタ分の領域が確保されている。クラスタとは、記録
再生が可能な最小単位であり、１クラスタは６４Ｋバイトである。図２に示すように、Ｄ
ＭＡ１－０～１－２から構成される９６クラスタの記録領域は、複数の管理情報記録領域
である、交替管理情報（管理情報記録領域、管理情報、欠陥管理情報）ＤＤＳ（以下、適
宜「交替管理情報」を省略する）、欠陥リスト（管理情報記録領域、管理情報、欠陥管理
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情報）ＤＦＬ１～６（以下、適宜「欠陥リスト」を省略する）の７つの情報を記録する記
録領域に分割される。それ以外の記録領域は、本実施の形態では、使用されない領域であ
る。以上のように、光ディスク１では、複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくと
も管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録
層において連続した領域として配置されている。
【００５６】
　ＤＭＡ１－０の先頭から４クラスタには、交替管理情報であるＤＤＳ（disc definitio
n structure）が記録される。
【００５７】
　ここで、ＤＤＳに記録される管理情報の一例を図３に示し、ＤＤＳに記録される管理情
報の具体例について説明する。ＤＤＳ＿ＩＤは、ＤＤＳであることを識別するための識別
子である。本実施形態では、ＤＤＳ＿ＩＤとして文字列“ＤＳ”を用いるものとする。
【００５８】
　ＤＦＬ＿ＡＤＲは、現在使用しているＤＦＬ（Defect list）の開始物理アドレスであ
る。ＳＰ＿ＦＵＬＬは、交替処理に使用された結果、空き領域が無くなった交替領域を示
す情報である。ＩＳＡ＿ＳＩＺＥは、ＩＳＡ０～２の大きさである。ＯＳＡ＿ＳＩＺＥは
、ＯＳＡ０～２の大きさである。
【００５９】
　ＤＭＡ１－０において、ＤＤＳに続く１２クラスタには、ＤＦＬ１が記録される。
【００６０】
　ここで、ＤＦＬに記録される管理情報の一例を図４に示し、ＤＦＬに記録される管理情
報の具体例について説明する。ＤＦＬ＿ＩＤはＤＦＬであることを識別するための識別子
である。本実施形態では、ＤＦＬ＿ＩＤとして文字列“ＤＦ”を用いるものとする。
【００６１】
　ＤＦＬ＿ＵＣは、ＤＦＬの更新回数を示すものである。すなわち、初期化時には０であ
り、ＤＦＬが一回更新される度に１が加算される。
【００６２】
　Ｎ＿ＤＦＬは、ＤＦＬに登録された交替クラスタ数である。ＡＤＲ１、ＡＤＲ２…ＡＤ
ＲＭは、交替元アドレス及び交替先アドレスからなる交替アドレス情報である。ＴＲＭは
、終端符号である。終端符号以降クラスタ境界までは、００Ｈを記録しておくものとする
。交替クラスタ数Ｎ＿ＤＦＬは光ディスク１を使用し始めたときは０であるが、使用する
につれて増加していく。同様に、交替アドレス情報ＡＤＲの数も徐々に増加して行くこと
になる。
【００６３】
　ＤＦＬ１を記録する領域の大きさは、光ディスク１の層数に比例して増加する。これは
、層数が増加することによって、ユーザが記録可能な領域が増えれば増えるほど、それら
の領域に含まれる欠陥の数も増えるからである。例えば１層のみしか有していない光ディ
スクにおいては、ＤＦＬ１の大きさは４クラスタで十分であるが、本実施形態の光ディス
ク１ように、３層を有する光ディスクにおいては、１２クラスタが必要となる。
【００６４】
　ＤＭＡ１－０において、ＤＦＬ１に続く１２クラスタには、ＤＦＬ２が記録される。Ｄ
ＦＬ２は、ＤＦＬ１へ記録不能であった場合、もしくは、所定回数以上の上書きを行った
場合にＤＦＬ１に代わって用いられる。
【００６５】
　上書きを行った回数は、ＤＦＬ１の更新回数がＤＦＬ＿ＵＣとして記録されているので
、これを読み出すことにより求められる。例えば、１０００回の上書きが保証されている
場合、ＤＦＬ＿ＵＣが１０００となるまでＤＦＬ１を使用し、その後、ＤＦＬ２を用いれ
ばよい。また、ＤＦＬ１に代わって、ＤＦＬ２を使用することになったときは、ＤＤＳの
ＤＦＬ＿ＡＤＲには、ＤＦＬ２の先頭の物理アドレスを記録する。このようにすることに
より、使用不能となったＤＦＬ１に代わってＤＦＬ２が使用されていることを認識できる
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。
【００６６】
　ＤＭＡ１－０において、ＤＦＬ２に続く４クラスタは、本実施の形態では、未使用領域
とされる。上述のように、３層を有する光ディスク１においては、１２クラスタの大きさ
のＤＦＬが必要である。しかし、ＤＤＳ、ＤＦＬ１、及びＤＦＬ２を記録すると、ＤＭＡ
１－０には、残り４クラスタしか存在しないため、ＤＦＬ２に続いて、更にＤＦＬ３を記
録しようとすると、ＤＦＬ３の一部である４クラスタを記録し、残りの８クラスタをＬ１
層のＤＭＡ１－１に記録する必要がある。
【００６７】
　ここで、ＤＦＬは図４に示したように、１２クラスタ分の情報の全てが揃って初めて交
替処理が可能であり、先頭４クラスタ分のみでは、交替処理ができない。よって、ＤＦＬ
３をＤＭＡ１－０とＤＭＡ１－１の両方に含まれるように記録すると、交替処理のために
は、常にＬ０層とＬ１層との両方にアクセスし、ＤＭＡ１－０及びＤＭＡ１－１に記録さ
れた情報を読み取る必要が生じる。
【００６８】
　これは、ＤＦＬ３を記録する場合も同様である。このように、Ｌ０層とＬ１層との間で
読取りの光スポット位置を移動する、いわゆる層間ジャンプを行うには、光スポット位置
をＬ０層とＬ１層との間で移動する以外にも、カバー層厚が変わることに起因する光学的
な調整等が必要となるため、長い時間を要することになる。
【００６９】
　更には、Ｌ０層にＤＦＬ３の一部を記録した後、Ｌ１層にＤＦＬ３の残りの部分を記録
しなければならないが、その記録が完了する前に、装置の電源を切ってしまう等の誤操作
をしてしまうと、ＤＦＬ３の一部のみが更新された状態となってしまう。このような不完
全なＤＦＬでは、交替処理を行うことができないため、ディスクへの記録再生が全くでき
なくなってしまう。
【００７０】
　本実施の形態では、図２に示すようにＤＦＬ３をＤＭＡ１－１の先頭から記録するよう
にしているため、Ｌ１層にＤＦＬ３の全ての情報が記録されるので、層間ジャンプが不要
となり、短時間でＤＦＬ３の記録または再生が可能となる。また、連続する１２クラスタ
にＤＦＬ３を記録するため、短時間で記録が完了し、記録途中で電源を切ってしまう等の
誤操作が発生する確率が非常に低くなる。これは、ＤＭＡ１－１を分割してＤＦＬ３を記
録する領域が確保されているが、この分割された領域が、少なくとも管理領域の記録容量
に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領
域として配置されていることにより生ずる利点である。
【００７１】
　また、ＤＦＬ４からＤＦＬ６についても、ＤＦＬ３と同様に全ての情報がＬ０層、Ｌ１
層及びＬ２層のいずれか１層にのみ含まれるようにしている。このように全てのＤＦＬが
同一の層において連続して記録されるようにしているため、いずれのＤＦＬに対しても層
間ジャンプを行うことなく、迅速に記録及び再生することが可能である。
【００７２】
　以上纏めると、光ディスク１は、複数の記録層Ｌ０層～Ｌ２層を含んでいると共に、Ｌ
０層～Ｌ２層における記録領域であり、かつ光ディスク１における情報の記録及び再生を
管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記
録領域に分割されている。
【００７３】
　ところで、特定の管理情報記録領域が多層（記録層）間に跨って存在している場合、該
管理情報記録領域から欠陥管理などの光ディスク１の記録・再生の管理に必要な管理情報
（１組の管理情報）のすべてを読み取るには、各層間で読取りの光スポット位置を移動さ
せる、いわゆる層間ジャンプを行う必要が生じる。
【００７４】
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　この層間ジャンプを行なうと、光スポット位置を各層間で移動する以外にも、カバー層
厚などが変わることに起因する光学的な調整等が必要となるため、長い時間を要すること
になる。
【００７５】
　更には、このような管理情報を光ディスク１の光ディスク記録再生装置２０にて記録す
る際には、特定の記録層に管理情報の一部を記録した後、他の記録層に管理情報の残りの
部分を記録しなければならない。しかしながら、その記録が完了する前に、記録再生装置
の電源を切ってしまう等の誤操作をしてしまうと、管理情報の一部のみが更新された状態
となってしまう。このような不完全な管理情報では、交替処理などの適切な光ディスク１
の記録・再生の管理を行うことができないため、情報記録媒体への記録・再生が全くでき
なくなってしまう。
【００７６】
　ここで、光ディスク１では、複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも管理領
域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層におい
て連続した領域として配置されている。
【００７７】
　これにより、管理情報記録領域を、少なくとも管理領域の記録容量に応じ、層間分離さ
せることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域として配置されて
いるので、層間ジャンプが不要となり、短時間で管理情報の記録または再生が可能となる
。また、連続する領域に管理情報を記録するため、短時間で記録が完了し、記録途中で電
源を切ってしまう等の誤操作が発生する確率が非常に低くなる。
【００７８】
　以上のように、管理領域における管理情報記録領域を、少なくとも前記管理領域の記録
容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続し
た領域として配置するようにすれば、該同一の記録層において連続した領域を優先的に使
用することで、層間ジャンプを行う必要性がほとんどなくなるので、迅速に記録・再生す
ることが可能となる。
【００７９】
　よって、２層以上の記録層を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録・再
生が可能となる情報記録媒体を提供することができる。
【００８０】
　　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図５～図９に基づいて説明すれば、以下の通りである
。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態１と同じであ
る。また、説明の便宜上、前記の実施の形態１の図面に示した部材と同一の機能を有する
部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００８１】
　まず、図５は、本発明の実施の一形態における光ディスク記録再生装置２０の構成の概
要を示すブロック図である。また、図６は、光ディスク記録再生装置２０の制御回路７の
構成を示すブロック図である。
【００８２】
　図５に示すように、光ディスク記録再生装置２０は、ピックアップ２、再生回路（管理
情報取得手段）３、復号回路（管理情報取得手段）４、記録・再生制御回路（管理情報取
得手段、管理情報記録手段）５、サーボ回路（管理情報取得手段、管理情報記録手段）６
及び制御回路（管理情報取得手段、正否判定手段、管理情報記録制御手段、領域状況判定
手段）７を備える構成である。
【００８３】
　また、図６に示すように、制御回路７は、管理情報取得部（管理情報取得手段）８、管
理情報記録制御部（管理情報記録制御手段）９及び記録部１０備える構成である。
【００８４】
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　管理情報取得部８は、図６に示すように、ＤＤＳ取得部（管理情報取得手段）８１、正
否判定部（正否判定手段）８２及びＤＦＬ取得部（管理情報取得手段）８３を備える構成
である。
【００８５】
　管理情報記録制御部９は、図６に示すように、アクセス層選択部（管理情報記録制御手
段）９１、領域状況判定部（領域状況判定手段）９２及び管理情報領域選択部（管理情報
記録制御手段）９３を備える構成である。
【００８６】
　光ディスク１は、書換え可能な層を３層有する光ディスクである。情報は、ピックアッ
プ２から光ディスク１に照射されるレーザ光により記録及び再生される。
【００８７】
　ピックアップ２により読み出された情報は、再生回路３により、振幅が調整され、所定
のフィルタリング処理が加えられる。再生回路３の出力は、復号回路４へ送られる。復号
回路４では、再生回路３の出力を所定の方法により復号処理し、「１」または「０」の２
つのレベルを持つ２値化データへ変換する。復号処理の方法としては種々のものが考案さ
れているが、記録密度の高い光ディスクの再生を行う場合、ＰＲＭＬ（Partial Response
 Maximum Likelihood）復号が一般に用いられる。ＰＲＭＬ復号では、高密度化による符
号間干渉を仮定して復号処理を行うので、符号間干渉により信号品質の劣化した再生信号
であっても復号が可能である。
【００８８】
　復号回路４の出力は、制御回路７へ送られるとともに、外部へ出力される。制御回路７
は、復号回路４の出力に基づいて、サーボ回路６及び記録・再生制御回路５に指令を送る
。制御回路７は、ＣＰＵ（中央処理装置）、プログラムを格納したＲＯＭ及び制御処理に
必要なＲＡＭなどから構成されている。サーボ回路６では、制御回路７の指令に基づいて
、フォーカス、トラッキング、アクセス制御、及び層間ジャンプ等の制御を実行する。記
録・再生制御回路５では、制御回路７の指令に基づいて光ディスク１への情報の記録や、
再生を制御する。
【００８９】
　次ぎに、光ディスク記録再生装置２０の機能の概要について説明する。光ディスク記録
再生装置２０は、実施の形態１で説明した、複数の記録層Ｌ０層～Ｌ２層を含んでいると
共に、Ｌ０層～Ｌ２層における記録領域であり、かつ光ディスク１における情報の記録及
び再生を管理するための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管
理情報記録領域に分割されている光ディスク１の記録再生装置として好適な構成とする。
【００９０】
　光ディスク記録再生装置２０による記録処理では、光ディスク１における複数の管理情
報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させるこ
となく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域となるように記録するよ
うに構成する。具体的には、交替管理情報ＤＤＳにおけるＤＦＬ（Defect list）の開始
物理アドレスであるＤＦＬ＿ＡＤＲを上記機能を果すことができるように設定すれば良い
。
【００９１】
　よって、光ディスク記録再生装置２０は、上述した光ディスク１について説明したこと
が同様に実現できるように構成されているため、２層以上の記録層を有する情報記録媒体
においても、迅速かつ適切な記録・再生が可能となる光ディスク１の光ディスク記録再生
装置２０を提供することができる。
【００９２】
　また、光ディスク記録再生装置２０は、光ディスク１における複数の管理情報記録領域
のうち、同一の記録層に連続した領域として配置される領域から優先的に使用するように
構成する。具体的には、交替管理情報ＤＤＳにおけるＤＦＬ（Defect list）の開始物理
アドレスであるＤＦＬ＿ＡＤＲを上記機能を果すことができるように設定すれば良い。
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【００９３】
　これにより、同一の層に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領域を優先的に使
用し、該管理情報記録領域を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報記録領域を
使用するようにしているので、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止するととも
に、管理情報記録領域の総上書き回数を増加させることができる。
【００９４】
　次に、図５～７に基づき、光ディスク記録再生装置２０の光ディスク１における管理情
報の読取り処理について説明する。図７は、光ディスク記録再生装置２０の光ディスク１
における管理情報の読取り処理に関するフローチャートである。
【００９５】
　管理情報の読取り処理は、通常は、光ディスク１が光ディスク記録再生装置２０に挿入
された時に実行される（ＳＴＡＲＴ）。
【００９６】
　まず、ステップＳ１（以下、「ステップ」は省略する）では、図６に示す管理情報取得
部８のＤＤＳ取得部８１が、図５に示すサーボ回路６を介してピックアップ２を移動させ
、ＤＭＡ１－０にアクセスする。次ぎに、ピックアップ２からの再生信号を再生回路３で
処理した後、復号回路４により復号する。また、復号結果は制御回路７のＤＤＳ取得部８
１に送られ、ＤＤＳ取得部８１はＤＭＡ１－０の内容を認識（取得）する。また、ＤＤＳ
取得部８１は、ＤＭＡ１－０に記録されている管理情報を、制御回路７に含まれる記録部
１０（管理情報を記録する部分は、ＲＡＭ（random access memory）などで構成できる）
に一時的に保存してＳ２に進む。
【００９７】
　Ｓ２では、ＤＤＳ取得部８１が記録部１０に一時的に保存したＤＭＡ１－０に記録され
ている管理情報のうちＤＤＳを読み取り（取得）、読み取り結果を正否判定部８２に送る
。正否判定部８２は、ＤＤＳ取得部８１から受け取ったＤＤＳの内容が図３に示すものと
一致しているか否かにより、ＤＭＡ１－０が正しく読み取れたか否かを判断（判定）する
。
【００９８】
　ここで、ＤＭＡ１－０が読取り不能であった場合、前述のようにＤＭＡ２－０に記録さ
れているＤＤＳを代替して使用することになるが、ここでは、ＤＭＡ１－０が読取り可能
であるとして説明する。
【００９９】
　この場合、正否判定部８２が「正しく読み取れた」旨をＤＤＳ取得部８１を介してＤＦ
Ｌ取得部８３に通知してＳ３に進む。なお、ここでは、ＤＤＳ取得部８１を介在させたが
、正否判定部８２が直接ＤＦＬ取得部８３に通知するよう構成しても良い。
【０１００】
　なお、「ＤＭＡ１－０が読取り不能であった場合（管理情報が正しく取得されない場合
）」の具体例としては、記録時のレーザパワーの不良により記録に失敗した場合や管理情
報記録領域に欠陥が存在した場合などが考えられる。このような場合であっても、管理情
報記録領域はユーザ記録領域と異なり、交替処理が行われないため、管理情報が正しく取
得されない。
【０１０１】
　この場合、ＤＭＡ１－０が正常に読取れているので、Ｌ０層の残りの３つのＤＭＡ２－
０～４－０に記録されている管理情報（全て同一の管理情報が記録されている）について
は必ずしも読取る必要はない。
【０１０２】
　Ｓ３では、ＤＦＬ取得部８３が、記録部１０に一時保存されているＤＤＳのＤＦＬ＿Ａ
ＤＲを読み取ってＳ４に進む。
【０１０３】
　図２に示すように、ＤＭＡ１－０には、ＤＦＬ１～６までの６つのＤＦＬ領域が存在す
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るが、それらの内の使用すべきＤＦＬの開始物理アドレスが、ＤＦＬ＿ＡＤＲに記録され
ている。使用すべきＤＦＬの開始物理アドレスを認識できれば、使用すべきＤＦＬがどの
層に存在するかも認識できる。
【０１０４】
　Ｓ４では、ＤＦＬ取得部８３が、使用すべきＤＦＬがＬ０層に存在するか否かを判断し
、使用すべきＤＦＬがＬ０層に存在する場合には、Ｓ６に進む。一方、使用すべきＤＦＬ
がＬ０層に存在しない場合にはＳ５に進む。なお、Ｓ４でＤＦＬ取得部８３が、使用すべ
きＤＦＬがＬ０層に存在するか否かを判断する動作が必要なのは、ＤＤＳが、Ｌ０層に記
録されているため、使用すべきＤＦＬがＬ０層に存在しない場合、ＤＤＳと異なる層へア
クセスする必要があるためである。
【０１０５】
　Ｓ５では、ＤＦＬ取得部８３が、ＤＦＬがＬ０層に存在しないと判断した場合、サーボ
回路６を駆動して層間ジャンプを実行させＳ６に進む。層間ジャンプは、より具体的には
、ピックアップ２に含まれる対物レンズを移動させることにより、光スポット位置をある
層から他の層へ移動させるものである。
【０１０６】
　例えば、ＤＦＬ１～６は図２に示すように配置されているので、ＤＦＬ３又はＤＦＬ４
を使用する必要がある場合、Ｌ１層へ層間ジャンプし、ＤＦＬ５又はＤＦＬ６を使用する
必要がある場合、Ｌ２層に層間ジャンプする。使用すべきＤＦＬがＬ０層に存在する場合
、層間ジャンプは実行しない。
【０１０７】
　Ｓ６では、ＤＦＬ取得部８３が、サーボ回路６を駆動させてＤＦＬ＿ＡＤＲから読み取
ったＤＦＬの開始物理アドレスへアクセスしＳ７に進む。
【０１０８】
　Ｓ７では、ＤＦＬ取得部８３が、再生回路３及び復号回路４を介してＤＦＬを読み取り
「ＥＮＤ」となる。
【０１０９】
　ここで、本実施形態において用いる光ディスク１のＤＦＬは図２に示すように、同一の
層に連続して配置されている。よって、ＤＦＬを読み取る際には、ＤＦＬ開始物理アドレ
スから連続する１２クラスタを読み取ればよい。
【０１１０】
　本実施形態による光ディスク記録再生装置２０では、図２に示すＤＦＬ配置を有する光
ディスク１と組合せて使用されるので、層間ジャンプを途中に行うことなく、一括してＤ
ＦＬを読み出すことができる。
【０１１１】
　また、以上の読取り処理のプログラムは、制御回路７に含まれる記録部１０（プログラ
ムを記録する部分は、ＲＯＭ（read only memory）で構成されていることが好ましい。）
に記憶されており、それをＣＰＵ（central processing unit：不図示）により実行する
ことにより実現される。読取り処理により、交替処理に必要な情報が全て光ディスク記録
再生装置２０に読み取られたので、これ以降適切な交替処理が実行できる。
【０１１２】
　以上のように、光ディスク記録再生装置２０の管理情報取得部８（ＤＤＳ取得部又は、
ＤＦＬ取得部８３）は、光ディスク１のＬ０層～Ｌ２層におけるＤＭＡ１－０～ＤＭＡ１
－２から構成される９６クラスタの記録領域が、ＤＤＳ及びＤＦＬ１～６の７つの情報を
記録する領域に分割されており、ＤＤＳ及びＤＦＬ１～６のそれぞれが、ＤＭＡ１－０～
ＤＭＡ１－２の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記
録層において連続した領域として配置されている７つの情報を記録する領域から優先的に
管理情報を取得するように構成することができる。
【０１１３】
　例えば、正否判定部（正否判定手段）８２は、ＤＤＳ取得部８１が取得したＤＤＳより
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、ＤＭＡ１－０に記録された管理情報（管理情報）が正しく取得されたものであるか否か
を判定するように構成する。
【０１１４】
　ＤＤＳ取得部８１は、正否判定部８２が、ＤＭＡ１－０に記録された管理情報が正しく
取得されたものでないと判定した場合に、つぎに優先度の高いＤＭＡ１－１から管理情報
を取得するようすれば良い。
【０１１５】
　これにより、ＤＤＳ取得部８１は、複数の管理情報記録領域のうち、同一の記録層に連
続した領域として配置される領域から優先的に管理情報を取得し、正否判定部８２は、Ｄ
ＤＳ取得部８１が取得した管理情報が正しく取得されたものであるか否かを判定する。
【０１１６】
　また、光ディスク記録再生装置２０は、正否判定部（正否判定手段）８２は、ＤＦＬ取
得部８３が取得したＤＦＬ１が正しく取得されたものであるか否かを判定するように構成
しても良い。
【０１１７】
　この場合、ＤＦＬ取得部８３は、正否判定部８２が、ＤＦＬ１が正しく取得されたもの
でないと判定した場合に、つぎに優先度の高いＤＭＡ１－１から管理情報を取得するよう
すれば良い。
【０１１８】
　これにより、ＤＦＬ取得部８３は、複数の管理情報記録領域のうち、同一の記録層に連
続した領域として配置される領域から優先的に管理情報を取得し、正否判定部８２は、Ｄ
ＤＳ取得部８１が取得した管理情報が正しく取得されたものであるか否かを判定する。
【０１１９】
　以上より、同一の層に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領域を優先的に使用
し、該管理情報記録領域を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報記録領域を使
用するようにすれば、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止するとともに、管理
情報記録領域の総上書き回数を増加させることができる。
【０１２０】
　また、正否判定部８２が、管理情報が正しく取得されたものか否かの判定を行なうので
、適切な管理情報領域にて管理情報を取得することが可能となる。
【０１２１】
　次に、図５、図６、図８及び図９に基づき、光ディスク記録再生装置２０における管理
情報の記録処理に関する動作について説明する。管理情報の記録処理に関する動作のフロ
ーチャートを図８及び図９に示す。
【０１２２】
　管理情報の記録処理は、通常は、光ディスク１の記録領域に欠陥などが生じ、ＤＤＳ及
びＤＦＬを更新する必要が生じた際に実行されるが、ユーザ情報の再生等を行っている際
には、その再生を優先させ、空き時間に記録処理を行うようにしてもよい。
【０１２３】
　まず、図８で、管理情報の記録処理の大まかなフローについて説明し、次ぎに、図９で
、管理情報の記録処理の細かいフローについて説明する。
【０１２４】
　まず、Ｓ１１では、サーボ回路６が、制御回路７からの指令により、ピックアップ２を
移動させてＤＭＡ１－０にアクセスし、Ｓ１２に進む。また、Ｌ０層以外の層を記録再生
していた場合は、Ｌ０層への層間ジャンプも併せて実行するように構成する。
【０１２５】
　Ｓ１２では、制御回路７が、記録すべきＤＤＳ、ＤＦＬ１及びＤＦＬ２の情報を記録・
再生制御回路５に与え、記録・再生制御回路５は、これらの情報を、パルス列に変換した
記録信号をピックアップ２に出力する。ピックアップ２では、これらのパルス列に基づい
て、ピックアップ２に含まれるレーザを発光させ、ＤＤＳ、ＤＦＬ１及びＤＦＬ２を光デ
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ィスク１に記録するしてＳ１３に進む。
【０１２６】
　ここで、ＤＤＳ、ＤＦＬ１及びＤＦＬ２の全てが記録されるのではなく、これらのうち
、更新する必要があるものだけが記録されるように構成する。例えば、ＤＤＳはＤＦＬ＿
ＡＤＲまたは、ＳＰ＿ＦＵＬＬが変更された場合に更新されるようにする。これにより、
それ以外の場合では更新されないため、ステップＳ１２においてＤＤＳの（更新）記録は
実行されない。
【０１２７】
　一方、例えば、ＤＦＬ１を使っていたが、所定回数以上の上書きを行ったため、ＤＦＬ
２を使うことになった場合は、ＤＤＳのＤＦＬ＿ＡＤＲが更新される。これに伴い、ステ
ップＳ１２においてＤＤＳが、記録（更新）される。また、ＤＦＬ１及びＤＦＬ２につい
ては、使用されているＤＦＬのみが更新されるように構成する。
【０１２８】
　すなわち、ＤＦＬ１を使用しており、ＤＦＬ２を使用していない場合は、ステップＳ１
２においてＤＦＬ１のみが記録（更新）されるようにする。同様に、ＤＦＬ２を使用して
おり、ＤＦＬ１は使用していない場合、ステップＳ１２においては、ＤＦＬ２のみが記録
（更新）され、ＤＦＬ１は記録（更新）されないようにする。
【０１２９】
　Ｓ１３では、制御回路７が、全ての管理情報が記録されたか否かを判断する。全ての管
理情報が記録された場合には「ＹＥＳ」となり「ＥＮＤ」となる。一方、一部の管理情報
が記録されていない場合には、Ｓ１４に進む。
【０１３０】
　Ｓ１４では、以上のフローでＤＭＡ１－０を記録したのみなので、制御回路７がサーボ
回路６を駆動して次領域にアクセスして、ステップＳ１２により記録を実行し、以上のフ
ローを繰り返し、全ての管理情報領域の記録が終了した場合、記録処理を終了し「ＥＮＤ
」となる。ここで、次領域としては、同じＬ０層にある、ＤＭＡ２－０が選択される。
【０１３１】
　以下、ＤＭＡ３－０及びＤＭＡ４－０と同じＬ０層の管理情報領域の記録を行ない、そ
の後、Ｌ１層の管理情報領域、Ｌ２層の管理情報領域を記録していく。ただし、Ｌ１層及
びＬ２層には、ＤＦＬ３～６が記録されるので、これらのＤＦＬが使用されていない場合
、アクセス及び記録は実行する必要がない。なお、全ての管理情報が記録されたか否かの
判断は、制御回路７が行なう。
【０１３２】
　次に、図９に基づき、光ディスク記録再生装置２０における管理情報の記録処理に関す
る動作の細かいフローについて説明する。
【０１３３】
　まず、図８のフローと同様、管理情報の記録処理は、通常は、光ディスク１の記録領域
に欠陥などが生じ、ＤＤＳ及びＤＦＬを更新する必要が生じた際に実行されるが、ユーザ
情報の再生等を行っている際には、その再生を優先させ、空き時間に記録処理を行うよう
にしてもよい。
【０１３４】
　Ｓ２１では、図６に示すアクセス層選択部９１が、サーボ回路６を駆動し、Ｌ０層にア
クセスして、Ｓ２２に進む。
【０１３５】
　Ｓ２２では、領域状況判定部９２が、記録部１０に記録されている「ＤＤＳ、並びに、
各ＤＦＬの更新回数及びエラーの発生状況」に関する情報を参照して、ＤＳＳのエラー発
生状況を確認してＳ２３に進む。なお、「ＤＤＳ、並びに、各ＤＦＬの更新回数及びエラ
ーの発生状況」に関する情報は、図７で説明した、光ディスク記録再生装置２０の読み取
り処理に関する動作において、正否判定部８２が「正しく読み取れなかった」と判定した
場合に、記録部１０にエラーが発生した旨記録するようにする。また、それぞれのＤＳＳ
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の更新回数は、図７で説明した、ＤＳＳを更新する際に、記録部１０に記録すれば良く、
このとき、各ＤＦＬの更新回数も記録されることになる（図４のＤＦＬ＿ＵＣ参照）。
【０１３６】
　Ｓ２３で、領域状況判定部９２が、「ＤＤＳにエラーが発生した（例えば、ＤＤＳに欠
陥が生じた場合）」と判定した場合には、「ＹＥＳ」となり、Ｓ２４に進む。
【０１３７】
　Ｓ２４では、アクセス層選択部９１が、サーボ回路６を駆動して、アクセス先をＬ１層
に変更し、以下、図９に示すフローと同様のフローを繰り返す。
【０１３８】
　一方、Ｓ２３で、領域状況判定部９２が、「ＤＤＳにエラーが発生した（例えば、ＤＤ
Ｓに欠陥が生じた場合）」と判定しなかった場合には、「ＮＯ」となり、Ｓ２５に進む。
【０１３９】
　Ｓ２５では、領域状況判定部９２が、記録部１０に記録されている「ＤＤＳ、並びに、
各ＤＦＬの更新回数及びエラーの発生状況」に関する情報を参照して、ＤＦＬ１のエラー
発生状況及び更新回数を確認してＳ２６に進む。
【０１４０】
　Ｓ２６では、領域状況判定部９２が「ＤＦＬ１にエラーが発生した」と判定した場合に
は、「ＹＥＳ」となり、Ｓ２７に進む。
【０１４１】
　一方、Ｓ２６で、領域状況判定部９２が「ＤＦＬ１にエラーが発生した」と判定しなか
った場合には、「ＮＯ」となり、Ｓ２９に進む。
【０１４２】
　Ｓ２９では、領域状況判定部９２が、記録部１０に記録されている「ＤＤＳ、並びに、
各ＤＦＬの更新回数及びエラーの発生状況」に関する情報を参照して、ＤＦＬ１が、所定
の更新回数を超えているか否かを確認する。
【０１４３】
　Ｓ２９で、領域状況判定部９２が、「ＤＦＬ１が、所定の更新回数を超えている」と判
定した場合には、「ＹＥＳ」となり、Ｓ２７に進む。
【０１４４】
　一方、Ｓ２９で、領域状況判定部９２が、「ＤＦＬ１の更新回数が、所定の更新回数以
下」と判定した場合には、「ＮＯ」となり、管理情報記録制御部９にその旨を送り、Ｓ３
１に進む。
【０１４５】
　Ｓ３１では、管理情報領域選択部９３が、領域状況判定部９２より「ＤＦＬ１の更新回
数が、所定の更新回数以下」と判定した旨を受け取り、記録・再生制御回路５を駆動して
、ＤＦＬ１の管理情報を更新し、「ＥＮＤ」となる。
【０１４６】
　次に、Ｓ２７では、アクセス層選択部９１が、サーボ回路６を駆動して、ＤＦＬ２にア
クセスする。次ぎに、領域状況判定部９２は、記録部１０に記録されている「ＤＤＳ、並
びに、各ＤＦＬの更新回数及びエラーの発生状況」に関する情報を参照して、ＤＦＬ２の
エラー発生状況を確認してＳ２８に進む。
【０１４７】
　Ｓ２８では、領域状況判定部９２が、「ＤＦＬ２にエラーが発生した（例えば、ＤＦＬ
２に欠陥が生じた場合）」と判定した場合には、「ＹＥＳ」となり、Ｓ２４に進む。
【０１４８】
　一方、Ｓ２８で、領域状況判定部９２が「ＤＦＬ２にエラーが発生した」と判定しなか
った場合には、「ＮＯ」となり、Ｓ３０に進む。
【０１４９】
　Ｓ３０では、領域状況判定部９２が、記録部１０に記録されている「ＤＤＳ、並びに、
各ＤＦＬの更新回数及びエラーの発生状況」に関する情報を参照して、ＤＦＬ２が、所定
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の更新回数を超えているか否かを確認する。
【０１５０】
　Ｓ３０で、領域状況判定部９２が、「ＤＦＬ２が、所定の更新回数を超えている」と判
定した場合には、「ＹＥＳ」となり、Ｓ２４に進む。
【０１５１】
　一方、Ｓ３０で、領域状況判定部９２が、「ＤＦＬ２更新回数が、所定の更新回数以下
」と判定した場合には、「ＮＯ」となり、管理情報記録制御部９にその旨を送り、Ｓ３２
進む。
【０１５２】
　Ｓ３２は、管理情報領域選択部９３が、領域状況判定部９２より「ＤＦＬ２更新回数が
、所定の更新回数以下」と判定した旨を受け取り、記録・再生制御回路５を駆動して、Ｄ
ＦＬ２管理情報を更新し、「ＥＮＤ」となる。
【０１５３】
　以上のように、光ディスク記録再生装置２０は、光ディスク１に対して管理情報の記録
を行う記録・再生制御回路５と、管理情報の記録の際に、複数の管理情報記録領域のそれ
ぞれの更新回数又はエラーの発生状況を判定する領域状況判定部９２と、領域状況判定部
９２が、更新回数が所定回数を超えた、又は管理情報記録領域にエラーが発生したことを
示すエラー判定を行なった場合に、該エラー判定が行なわれた管理情報記録領域とは別の
、該エラー判定が行なわれなかった管理情報記録領域に対して、記録・再生制御回路５に
より管理情報を記録させると共に、前記エラー判定が行なわれた管理情報記録領域のうち
更新回数が所定回数以下の領域を、有効な記録領域に更新する管理情報記録制御部９とを
備えていることが好ましい。
【０１５４】
　以上の構成によれば、更新回数やエラー状況などに応じて、エラー判定が行なわれた管
理情報記録領域から、適切な管理情報記録領域に変更して管理情報を記録することができ
る。即ち前記の管理情報記録領域の更新回数によってオーバーライト（上書き）回数を知
ることができ、その回数が、ある値以上になった場合や、欠陥などにより正しく管理情報
を読み取れなくなった管理情報記録領域を交替させていくことができる。
【０１５５】
　前記のように管理情報記録領域を交替させることで、オーバーライト回数の限界を克服
することや、欠陥などの不具合を回避して信頼性の高い、交替処理による記録再生を行う
ことができる。
【０１５６】
　　〔実施の形態３〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図１０に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態１及び２と
同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態１及び２の図面に示した部材と同一
の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１５７】
　本実施形態の光ディスク１においては、ＤＦＬを図１０のように配置している。ＤＤＳ
、ＤＦＬ１、ＤＦＬ２、ＤＦＬ３、及びＤＦＬ４は、実施の形態１と同一であるが、ＤＦ
Ｌ４の後にＤＦＬ７の一部を配置している。
【０１５８】
　さらに、ＤＭＡ１－２の先頭からＤＦＬ７の残りの部分を配置している。更に、その後
ろにＤＦＬ５及びＤＦＬ６を配置している。
【０１５９】
　実施の形態１と異なっているのは、ＤＦＬ７がＬ１層とＬ２層との両方に含まれている
点である。このため、前述のように、ＤＦＬ７を使用する際には、Ｌ１層とＬ２層との間
で層間ジャンプが必要となる。しかしながら、実施の形態１においては、ＤＦＬは６つし
か確保できなかったのに対して、実施の形態２では、７つのＤＦＬが確保できるという利
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点がある。１つのＤＦＬの上書き可能回数を１０００回とすれば、ＤＦＬが６つの場合、
合計６０００回の上書きで光ディスク自体が使用不能となるが、ＤＦＬが７つあれば、合
計７０００回の上書きが可能となる。
【０１６０】
　更に、Ｌ１層とＬ２層との両方に含まれるのはＤＦＬ７であるので、最後に使用される
ＤＦＬである。それ以外のＤＦＬ１からＤＦＬ６は全て、同一の層に連続して記録されて
いる。このため、ＤＦＬ１～６を使用している間は、実施の形態２においても、各ＤＦＬ
の全ての情報が１つの層に含まれるので、層間ジャンプは不要であり、実施の形態１と比
較して、記録再生に時間がかかるという問題は発生しない。
【０１６１】
　すなわち、同一の層に連続して記録されるＤＦＬを優先的に使用し、２つの層に含まれ
るＤＦＬはそれらのＤＦＬを使用し尽くした後に使用するようにしているので、層間ジャ
ンプによる記録再生時間の増加を防止するとともに、ＤＦＬの総上書き回数を増加できる
。
【０１６２】
　実施の形態２による光ディスク１を用いる場合も、光ディスク記録再生装置２０の動作
は、ほぼ同一である。ただし、ＤＦＬ７の記録再生を行なう場合、ＤＦＬ７の一部は、Ｌ
１層に存在し、残りはＬ２層に存在するので、Ｌ１層でＤＦＬ７の一部を記録再生した後
、Ｌ２層に層間ジャンプを行なって、ＤＦＬ７の残りの部分を記録再生する必要がある。
【０１６３】
　これらのＤＦＬ７に対する付加的な処理を制御回路７のＲＯＭにプログラムとして格納
しておけばよい。
【０１６４】
　以上、纏めると、光ディスク１は、複数の管理情報記録領域のうちの１つ以上の領域が
、複数の記録層のうちの少なくとも２つ以上の記録層に分離して配置されていても良い。
【０１６５】
　これにより、管理領域が分割された複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも
管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層
において連続した領域として配置されている又は配置する光ディスク１において、複数の
管理情報記録領域のうちの１つ以上の領域が、複数の記録層のうちの少なくとも２つ以上
の記録層に分離して配置されている。
【０１６６】
　よって、同一の記録層において連続した領域として配置されている管理情報記録領域を
優先的に使用することで、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止することができ
る。また、同一の記録層において連続した領域として配置不能となった記録領域も有効に
活用することで（複数の管理情報記録領域のうちの１つ以上の領域が、前記複数の記録層
のうちの少なくとも２つ以上の記録層に分離して配置する）管理情報の総上書き回数を増
加させることができる。例えば、１つの管理情報の上書き可能回数を１０００回とすれば
、複数の管理情報領域のうちの１つ以上の領域が、前記複数の記録層のうちの少なくとも
２つ以上の記録層に分離して配置されているので、層間ジャンプを行なう必要があるもの
の、少なくとも、１０００回以上、上書き可能回数を増加させることができる。
【０１６７】
　　〔実施の形態４〕
　本発明のさらに他の実施の形態について図１１及び図１２に基づいて説明すれば、以下
の通りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態
１～３と同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態１～３の図面に示した部材
と同一の機能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１６８】
　実施の形態４の光ディスク１においては、８層を有する書換え可能な光ディスク１のＤ
ＦＬを図１１のように配置している。１層当り必要なＤＦＬ記録領域の大きさを、４クラ
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スタとすると、８層ではＤＦＬは３２クラスタ必要となる。このため、各層の管理情報領
域が３２クラスタの場合、ＤＦＬが同一の層に連続して記録されるためには、８層が上限
である。
【０１６９】
　図１１のＤＦＬ１に示すように、８層を有する光ディスク１においても、同一の層に連
続してＤＦＬを記録することが可能である。しかし、この場合、ＤＦＬ１はＬ０層でなく
、Ｌ１層に記録されることになる。通常、ユーザ情報はＬ０層から記録開始されるため、
最初に使用されるＤＦＬすなわちＤＦＬ１も、Ｌ０層に記録されるのが望ましい。ＤＦＬ
１がＬ０層に記録されていれば、ユーザ情報の記録再生も、管理情報の記録再生も全てＬ
０層のみで実行できるという利点がある。
【０１７０】
　図１２にＤＦＬ１をＬ０層に配置した実施形態を示す。図１２では、ＤＦＬ１がＬ０層
に連続して記録されるように管理情報領域を３２クラスタから３６クラスタに拡張してい
る。管理領域を拡張すると、そのために余分に領域を消費してしまうといる不利益がある
が、Ｌ０層に連続してＤＦＬ１を配置できるという利点がある。図１１を用いるか、図１
２を用いるかは、これらの観点を総合して決定すればよい。
【０１７１】
　なお、本発明の情報記録媒体は、複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層に
おける記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情
報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されてい
る情報記録媒体であって、前記複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管
理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層に
おいて連続した領域として配置されていても良い。
【０１７２】
　また、本発明の管理情報記録方法は、複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録
層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管
理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割され
ている情報記録媒体に該管理情報を記録する管理情報記録方法であって、前記複数の管理
情報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させる
ことなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域となるように記録して
も良い。
【０１７３】
　また、前記管理情報は、自媒体における欠陥管理を行なうための情報である欠陥管理情
報を含んでいても良い。なお、「欠陥管理情報」は、例えば、管理領域の例であるディフ
ェクトマネジメントエリアＤＭＡ（defect management area：欠陥管理領域）に記録され
るＤＤＳ（disc definition structure：交替管理情報）やＤＦＬ（Defect list：欠陥リ
スト）など、交替処理に必要な情報であれば、どのような情報であっても良い。
【０１７４】
　ＤＭＡは、傷その他の欠陥（ディフェクト）等により、情報記録媒体上のある記録領域
（エリア）が記録・再生できなくなった場合、その記録・再生できなくなったエリア（欠
陥エリア）のアドレスを、ディフェクト情報として記録したり、さらには欠陥エリアに代
える交替エリア（交替領域）を用意する場合には、その交替エリアのアドレスを記録した
りして、欠陥管理を行なうための情報、すなわち、交替処理に用いる管理情報を記録する
領域である。
【０１７５】
　また、「欠陥管理情報」には、記録・再生できなくなったエリア（欠陥エリア）のアド
レスを、ディフェクト情報として記録したりするような、自媒体における欠陥管理を行な
うための情報ではあるが、厳密には「交替処理」とは言えないような情報処理を含む概念
である。
【０１７６】
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　前記構成及び方法によれば、情報記録媒体は、複数の記録層を含んでいると共に、該複
数の記録層における記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理する
ための管理情報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に
分割されている。
【０１７７】
　ところで、特定の管理情報記録領域が多層（記録層）間に跨って存在している場合、該
管理情報記録領域から欠陥管理などの情報記録媒体の記録・再生の管理に必要な管理情報
（１組の管理情報）のすべてを読み取るには、各層間で読取りの光スポット位置を移動さ
せる、いわゆる層間ジャンプを行う必要が生じる。
【０１７８】
　この層間ジャンプを行なうと、光スポット位置を各層間で移動する以外にも、カバー層
厚などが変わることに起因する光学的な調整等が必要となるため、長い時間を要すること
になる。
【０１７９】
　更には、このような管理情報を情報記録媒体の記録再生装置にて記録する際には、特定
の記録層に管理情報の一部を記録した後、他の記録層に管理情報の残りの部分を記録しな
ければならない。しかしながら、その記録が完了する前に、記録再生装置の電源を切って
しまう等の誤操作をしてしまうと、管理情報の一部のみが更新された状態となってしまう
。このような不完全な管理情報では、交替処理などの適切な自媒体の記録・再生の管理を
行うことができないため、情報記録媒体への記録・再生が全くできなくなってしまう。
【０１８０】
　ここで、本発明の情報記録媒体又は管理情報記録方法では、前記複数の管理情報記録領
域のそれぞれが、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配
置できる限界まで、同一の記録層において連続した領域として配置されている又は配置す
る。
【０１８１】
　前記構成又は方法によれば、管理情報記録領域を、少なくとも前記管理領域の記録容量
に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続した領
域として配置されている又は配置するので、層間ジャンプが不要となり、短時間で管理情
報の記録または再生が可能となる。また、連続する領域に管理情報を記録するため、短時
間で記録が完了し、記録途中で電源を切ってしまう等の誤操作が発生する確率が非常に低
くなる。
【０１８２】
　以上のように、管理領域における管理情報記録領域を、少なくとも前記管理領域の記録
容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層において連続し
た領域として配置するようにすれば、該同一の記録層において連続した領域を優先的に使
用することで、層間ジャンプを行う必要性がほとんどなくなるので、迅速に記録・再生す
ることが可能となる。
【０１８３】
　よって、２層以上の記録層を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録・再
生が可能となる情報記録媒体を提供することができる。
【０１８４】
　また、本発明の情報記録媒体は、前記構成に加えて、前記複数の管理情報記録領域のう
ちの１つ以上の領域が、前記複数の記録層のうちの少なくとも２つ以上の記録層に分離し
て配置されていても良い。
【０１８５】
　また、本発明の管理情報記録方法は、前記構成に加えて、前記複数の管理情報記録領域
のうちの１つ以上の領域が、前記複数の記録層のうちの少なくとも２つ以上の記録層に分
離するように前記管理情報を記録しても良い。
【０１８６】
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　前記構成又は方法によれば、管理領域が分割された複数の管理情報記録領域のそれぞれ
が、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界
まで、同一の記録層において連続した領域として配置されている又は配置する情報記録媒
体又は管理情報記録方法において、前記複数の管理情報記録領域のうちの１つ以上の領域
が、前記複数の記録層のうちの少なくとも２つ以上の記録層に分離して配置されており、
又は分離するように前記管理情報を記録する。
【０１８７】
　前記構成又は方法によれば、同一の記録層において連続した領域として配置されている
管理情報記録領域を優先的に使用することで、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を
防止することができる。また、同一の記録層において連続した領域として配置不能となっ
た記録領域も有効に活用することで（複数の管理情報記録領域のうちの１つ以上の領域が
、前記複数の記録層のうちの少なくとも２つ以上の記録層に分離して配置する）管理情報
の総上書き回数を増加させることができる。例えば、１つの管理情報の上書き可能回数を
１０００回とすれば、複数の管理情報領域のうちの１つ以上の領域が、前記複数の記録層
のうちの少なくとも２つ以上の記録層に分離して配置されているので、層間ジャンプを行
なう必要があるものの、少なくとも、１０００回以上、上書き可能回数を増加させること
ができる。
【０１８８】
　また、本発明の記録再生装置は、複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層に
おける記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情
報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されてい
る情報記録媒体であって、前記複数の管理情報記録領域のそれぞれが、少なくとも前記管
理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる限界まで、同一の記録層に
おいて連続した領域となるように記録しても良い。
【０１８９】
　前記構成によれば、記録再生装置は、前記複数の管理情報記録領域のそれぞれを、可能
な限り、少なくとも前記管理領域の記録容量に応じ、層間分離させることなく配置できる
限界まで、同一の記録層において連続した領域となるように記録する。
【０１９０】
　よって、上述した情報記録媒体及び管理情報記録方法について説明したことが同様に実
現できるため、２層以上の記録層を有する情報記録媒体においても、迅速かつ適切な記録
・再生が可能となる情報記録媒体の記録再生装置を提供することができる。
【０１９１】
　また、本発明の記録再生装置は、前記構成に加えて、前記情報記録媒体に対して前記管
理情報の記録を行う管理情報記録手段と、前記管理情報の記録の際に、前記複数の管理情
報記録領域のそれぞれの更新回数又はエラーの発生状況を判定する領域状況判定手段と、
前記領域状況判定手段が、前記更新回数が所定回数を超えた、又は管理情報記録領域にエ
ラーが発生したことを示すエラー判定を行なった場合に、該エラー判定が行なわれた管理
情報記録領域とは別の、該エラー判定が行なわれなかった管理情報記録領域に対して、前
記管理情報記録手段により前記管理情報を記録させると共に、前記エラー判定が行なわれ
た管理情報記録領域のうち前記更新回数が前記所定回数以下の領域を、有効な記録領域に
更新する管理情報記録制御手段とを備えていても良い。
【０１９２】
　前記構成によれば、管理情報記録手段は、前記情報記録媒体に対して前記管理情報の記
録を行う。また、領域状況判定手段は、前記管理情報の記録の際に、前記複数の管理情報
記録領域のそれぞれの更新回数又はエラーの発生状況を判定する。
【０１９３】
　さらに、管理情報記録制御手段は、前記領域状況判定手段が、前記更新回数が所定回数
を超えた、又は管理情報記録領域にエラーが発生したことを示すエラー判定を行なった場
合に、該エラー判定が行なわれた管理情報記録領域とは別の、該エラー判定が行なわれな
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かった管理情報記録領域に対して、前記管理情報記録手段により前記管理情報を記録させ
る。
【０１９４】
　一方、前記エラー判定が行なわれた管理情報記録領域のうち前記更新回数が前記所定回
数以下の領域を、有効な記録領域に更新する。
【０１９５】
　以上の構成によれば、更新回数やエラー状況などに応じて、エラー判定が行なわれた管
理情報記録領域から、適切な管理情報記録領域に変更して管理情報を記録することができ
る。即ち前記の管理情報記録領域の更新回数によってオーバーライト（上書き）回数を知
ることができ、その回数が、ある値以上になった場合や、欠陥などにより正しく管理情報
を読み取れなくなった管理情報記録領域を交替させていくことができる。
【０１９６】
　前記のように管理情報記録領域を交替させることで、オーバーライト回数の限界を克服
することや、欠陥などの不具合を回避して信頼性の高い、交替処理による記録再生を行う
ことができる。
【０１９７】
　また、本発明の記録再生装置は、複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層に
おける記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情
報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されてい
る情報記録媒体の記録再生装置であって、前記複数の管理情報記録領域のうち、同一の記
録層に連続した領域として配置される領域から優先的に使用しても良い。
【０１９８】
　前記構成によれば、同一の層に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領域を優先
的に使用し、該管理情報記録領域を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報記録
領域を使用するようにしているので、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止する
とともに、管理情報記録領域の総上書き回数を増加させることができる。
【０１９９】
　また、本発明の記録再生装置は、複数の記録層を含んでいると共に、該複数の記録層に
おける記録領域であり、かつ自媒体における情報の記録及び再生を管理するための管理情
報を記録するための記録領域である管理領域が、複数の管理情報記録領域に分割されてい
る情報記録媒体の記録再生装置であって、前記複数の管理情報記録領域のうち、同一の記
録層に連続した領域として配置される領域から優先的に前記管理情報を取得する管理情報
取得手段と、前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正しく取得されたものであ
るか否かを判定する正否判定手段と、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得さ
れたものでないと判定した場合に、前記管理情報取得手段は、つぎに優先度の高い管理情
報記録領域から前記管理情報を取得しても良い。
【０２００】
　前記構成によれば、管理情報取得手段は、前記複数の管理情報記録領域のうち、同一の
記録層に連続した領域として配置される領域から優先的に前記管理情報を取得し、正否判
定手段は、前記管理情報取得手段が取得した前記管理情報が正しく取得されたものである
か否かを判定する。
【０２０１】
　ここで、「管理情報が正しく取得されない場合」としては、例えば、記録時のレーザパ
ワーの不良により記録に失敗した場合や管理情報記録領域に欠陥が存在した場合などが考
えられる。このような場合であっても、管理情報記録領域はユーザ記録領域と異なり、交
替処理が行われないため、管理情報が正しく取得されない。
【０２０２】
　また、前記管理情報取得手段は、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得され
たものでないと判定した場合に、つぎに優先度の高い管理情報記録領域から前記管理情報
を取得する。
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【０２０３】
　以上より、同一の層に連続して管理情報を記録できる管理情報記録領域を優先的に使用
し、該管理情報記録領域を使用し尽くした後に、多層間に分離した管理情報記録領域を使
用するようにすれば、層間ジャンプによる記録再生時間の増加を防止するとともに、管理
情報記録領域の総上書き回数を増加させることができる。
【０２０４】
　また、前記正否判定手段が、前記管理情報が正しく取得されたものか否かの判定を行な
うので、適切な管理情報領域にて管理情報を取得することが可能となる。
【０２０５】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２０６】
　本発明は、各種情報を記録する情報記録媒体に適用できる。具体的には、磁気テープや
カセットテープ等のテープ系、フロッピー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁
気ディスクやコンパクトディスク－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／デジタルビデオデイスク／コン
パクトディスク－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などに適用することができる。
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