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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　追記型光記録媒体の上において欠陥エリアを管理する方法であって、
　前記追記型光記録媒体は隣り合うデータエリアおよびリードインエリアを有し、前記デ
ータエリアはユーザデータエリアおよびスペアエリアを有し、
　前記データエリアの所定のエリア内にデータを書き込んだ後、前記データが書き込まれ
たエリア内に欠陥が存在するかどうかを検出する段階と、
　前記欠陥エリア内に書き込まれたデータを前記スペアエリア内に置き換え記録し、前記
リードインエリアに割り当てられた一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリア内に一時欠陥リス
ト（ＴＤＦＬ）情報として前記欠陥エリアの位置を示す位置情報を書き込む段階と、
　前記リードインエリアに、前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報にアクセスするための
ＴＤＦＬ書込み位置情報と、前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズが行われた
かどうかを示す認識情報とを書き込む段階と、
　を含み、
　前記認識情報は、１バイトまたはそれ以上のサイズを有するフラグを含み、
　前記フラグは、
　前記ディスクファイナライズが既に行われた場合には、欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書
き込まれた欠陥リスト（ＤＦＬ）情報へのアクセスを決定するために使用され、
　前記ディスクファイナライズが行われる前であれば、前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）
エリアに書き込まれた前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報へのアクセスを決定するため
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に使用される、追記型光記録媒体における欠陥エリアの管理方法。
【請求項２】
　前記ＴＤＦＬ書込み位置情報および前記認識情報はディスク定義構造（ＤＤＳ）情報に
含まれ、
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は前記リードインエリアに割り当てられた前記欠
陥管理エリア（ＤＭＡ）内に書き込まれる、
　請求項１に記載の追記型光記録媒体における欠陥エリアの管理方法。
【請求項３】
　ユーザの操作に応じて前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズを行うディスク
ファイナライズ段階をさらに含み、
　前記ディスクファイナライズ段階は、
　前記欠陥リスト（ＤＦＬ）情報として、前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き
込まれた前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報のコピーを前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）
に書き込む段階と、
　前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれた前記欠陥リスト（ＤＦＬ）情報にアクセ
スするためのＤＦＬ書込み位置情報を含む、最終のディスク定義構造（ＤＤＳ）情報を前
記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込む段階を含み、
　前記認識情報は、前記ディスクファイナライズが行われたことを示す値に設定される、
　請求項２に記載の追記型光記録媒体における欠陥エリアの管理方法。
【請求項４】
　前記位置情報は累積的に且つ連続して書き込まれる、請求項３に記載の追記型光記録媒
体における欠陥エリアの管理方法。
【請求項５】
　追記型光記録媒体上において欠陥エリアを管理する方法であって、
　前記追記型光記録媒体は隣り合うデータエリアおよびリードインエリアを有し、前記デ
ータエリアはユーザデータエリアおよびスペアエリアを有し、
　（ａ）前記リードインエリアに書き込まれた認識情報に基づき、前記追記型光記録媒体
のディスクファイナライズの有無を認識する段階と、
　（ｂ）前記ディスクファイナライズが既に行われたことを前記認識情報が示している場
合には、欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれた欠陥リスト（ＤＦＬ）情報のＤＦＬ書
込み位置情報を検索し、前記ＤＦＬ書込み位置情報が示す位置から前記欠陥リスト（ＤＦ
Ｌ）情報を得る段階と、
　（ｃ）前記ディスクファイナライズがまだ行われていないことを前記認識情報が示して
いる場合には、前記スペアエリアに割り当てられた一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに
書き込まれた一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報のＴＤＦＬ書込み位置情報を検索し、前記
ＴＤＦＬ書込み位置情報が示す位置から前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報を得る段階
と、
　を含む、追記型光記録媒体における欠陥エリアの管理方法。
【請求項６】
　前記認識情報は、前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれたディスク定義構造（Ｄ
ＤＳ）情報に含まれ、
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は、前記ＤＦＬ書込み位置情報および前記ＴＤＦ
Ｌ書込み位置情報を更に含み、
　前記段階（ｂ）および前記段階（ｃ）はそれぞれ前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報
に基づき前記ＤＦＬ書込み位置情報および前記ＴＤＦＬ書込み位置情報を検索する、
　請求項５に記載の追記型光記録媒体における欠陥エリアの管理方法。
【請求項７】
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は、前記ＴＤＦＬ書込み位置情報として、前記一
時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き込まれた最初の前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）
情報および最後の前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報の両方のアドレスを含む、
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　請求項１または６に記載の追記型光記録媒体における欠陥エリアの管理方法。
【請求項８】
　追記型光記録媒体であって、
　ユーザデータエリアおよびスペアエリアを有するデータエリアと、
　前記データエリアに隣り合うリードインエリアと、
　前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズが行われる前に一時欠陥リスト（ＴＤ
ＦＬ）情報を書き込むための、前記リードインエリアに割り当てられた一時欠陥リスト（
ＴＤＦＬ）エリアと、
　を備え、
　前記リードインエリアには、前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報にアクセスするため
のＴＤＦＬ書込み位置情報が保持され、且つ前記追記型光記録媒体のディスクファイナラ
イズが行われたかどうかを示す認識情報が保持され、
　前記認識情報は、１バイトまたはそれ以上のサイズを有するフラグを含み、
　前記フラグは、
　前記ディスクファイナライズが既に行われた場合には、欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書
き込まれた欠陥リスト（ＤＦＬ）情報へのアクセスを決定するために使用され、
　前記ディスクファイナライズが行われる前であれば、前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）
エリアに書き込まれた前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報へのアクセスを決定するため
に使用される、追記型光記録媒体。
【請求項９】
　前記ＴＤＦＬ書込み位置情報および前記認識情報はディスク定義構造（ＤＤＳ）情報に
含まれ、
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は前記リードインエリアに割り当てられた前記欠
陥管理エリア（ＤＭＡ）内に書き込まれる、
　請求項８に記載の追記型光記録媒体。
【請求項１０】
　前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズが行われた場合に、前記欠陥管理エリ
ア（ＤＭＡ）には前記欠陥リスト（ＤＦＬ）情報が保持され、
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は、前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれ
た前記欠陥リスト（ＤＦＬ）情報にアクセスするためのＤＦＬ書込み位置情報、前記一時
欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き込まれた前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報にア
クセスするためのＴＤＦＬ書込み位置情報、および前記追記型光記録媒体の前記ディスク
ファイナライズが行われたことを示す値に設定される認識情報を含む、
　請求項９に記載の追記型光記録媒体。
【請求項１１】
　追記型光記録媒体であって、
　ユーザデータエリアおよびスペアエリアを有するデータエリアと、
　前記データエリアに隣り合うリードインエリアと、
　前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズが行われる時に欠陥リスト（ＤＦＬ）
情報を書き込むための、前記リードインエリアに割り当てられた欠陥管理エリア（ＤＭＡ
）と、
　前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズが行われる前に一時欠陥リスト（ＴＤ
ＦＬ）情報を書き込むための、前記スペアエリアに割り当てられた一時欠陥リスト（ＴＤ
ＦＬ）エリアと、
　前記リードインエリアには、前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズが行われ
たかどうかを示す認識情報が保持される、追記型光記録媒体。
【請求項１２】
　前記認識情報は、前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれたディスク定義構造（Ｄ
ＤＳ）情報に含まれ、
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は、前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれ
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た前記欠陥リスト（ＤＦＬ）情報にアクセスするためのＤＦＬ書込み位置情報、前記一時
欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き込まれた前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報にア
クセスするためのＴＤＦＬ書込み位置情報を含む、請求項１１に記載の追記型光記録媒体
。
【請求項１３】
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は、前記ＴＤＦＬ書込み位置情報として、前記一
時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き込まれた最初の前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）
情報および最後の前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報の両方のアドレスを含む、
　請求項１０または１２に記載の追記型光記録媒体。
【請求項１４】
　ユーザデータエリアおよびスペアエリアを有するデータエリア、及び前記データエリア
に隣り合うリードインエリアを備える追記型光記録媒体上に光学的にデータを書き込んだ
り、書き込まれたデータを読み出したりするためのプログラム可能な装置を有するシステ
ムにおいて、
　前記プログラム可能な装置は、
　前記追記型光記録媒体よりデータを読み出したり、前記追記型光記録媒体にデータを書
き込むピックアップと、
　前記ピックアップを制御するマイクロコンピュータと、
　を備え、
　前記マイクロコンピュータは、
　前記データエリアの所定のエリア内にデータを書き込んだ後、前記データが書き込まれ
たエリア内に欠陥が存在するかどうかを検出し、
　前記ピックアップを制御することにより、前記欠陥エリア内に書き込まれたデータを前
記スペアエリア内に置き換え記録し、前記リードインエリアに割り当てられた一時欠陥リ
スト（ＴＤＦＬ）エリア内に一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報として前記欠陥エリアの位
置を示す位置情報を書き込み、
　前記リードインエリアに、前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報にアクセスするための
ＴＤＦＬ書込み位置情報と、前記追記型光記録媒体のディスクファイナライズが行われた
かどうかを示す認識情報とを書き込むように、前記ピックアップを制御し、
　前記認識情報は、１バイトまたはそれ以上のサイズを有するフラグを含み、
　前記マイクロコンピュータは、
　前記ディスクファイナライズが既に行われたことを示すように前記フラグが設定されて
いる場合には、前記ピックアップが欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれた欠陥リスト
（ＤＦＬ）情報へアクセスするように制御し、
　前記ディスクファイナライズがまだ行われていないことを示すように前記フラグが設定
されている場合には、前記ピックアップが前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き
込まれた前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報へアクセスするように制御する、プログラ
ム可能な装置を有するシステム。
【請求項１５】
　前記ＴＤＦＬ書込み位置情報および前記認識情報はディスク定義構造（ＤＤＳ）情報に
含まれ、
　前記マイクロコンピュータは、前記ピックアップが前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情
報を前記リードインエリアに割り当てられた前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）内に書き込む
ように制御する、
　請求項１４に記載のプログラム可能な装置を有するシステム。
【請求項１６】
　前記マイクロコンピュータは、ユーザの操作に応じて前記追記型光記録媒体のディスク
ファイナライズを行い、
　前記ディスクファイナライズを行う時に、前記マイクロコンピュータは、
　前記ピックアップが前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報を前記欠陥リスト（ＤＦＬ）
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情報として前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込むように制御し、
　且つ前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれた前記欠陥リスト（ＤＦＬ）情報にア
クセスするためのＤＦＬ書込み位置情報を含む、最終のディスク定義構造（ＤＤＳ）情報
を前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込むように制御し、
　前記認識情報は、前記ディスクファイナライズが行われたことを示す値に設定される、
　請求項１５に記載のプログラム可能な装置を有するシステム。
【請求項１７】
　ユーザデータエリアおよびスペアエリアを有するデータエリア、及び前記データエリア
に隣り合うリードインエリアを備える追記型光記録媒体上に光学的にデータを書き込んだ
り、書き込まれたデータを読み出したりするためのプログラム可能な装置を有するシステ
ムにおいて、
　前記プログラム可能な装置は、
　前記追記型光記録媒体よりデータを読み出したり、前記追記型光記録媒体にデータを書
き込むピックアップと、
　前記ピックアップを制御するマイクロコンピュータと、
　を備え、
　前記マイクロコンピュータは、
　前記リードインエリアに書き込まれた認識情報に基づき、前記追記型光記録媒体のディ
スクファイナライズの有無を認識し、
　前記ディスクファイナライズが既に行われたことを前記認識情報が示している場合には
、欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれた欠陥リスト（ＤＦＬ）情報のＤＦＬ書込み位
置情報を検索し、前記ＤＦＬ書込み位置情報が示す位置から前記欠陥リスト（ＤＦＬ）情
報を得るように、前記ピックアップを制御し、
　前記ディスクファイナライズがまだ行われていないことを前記認識情報が示している場
合には、前記スペアエリアに割り当てられた一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き込
まれた一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報のＴＤＦＬ書込み位置情報を検索し、前記ＴＤＦ
Ｌ書込み位置情報が示す位置から前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報を得るように、前
記ピックアップを制御する、
　プログラム可能な装置を有するシステム。
【請求項１８】
　前記認識情報は、前記欠陥管理エリア（ＤＭＡ）に書き込まれたディスク定義構造（Ｄ
ＤＳ）情報に含まれ、
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は、前記ＤＦＬ書込み位置情報および前記ＴＤＦ
Ｌ書込み位置情報を更に含み、
　前記マイクロコンピュータは、前記ピックアップが前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情
報に基づき前記ＤＦＬ書込み位置情報または前記ＴＤＦＬ書込み位置情報を検索するよう
に制御する、
　請求項１７に記載のプログラム可能な装置を有するシステム。
【請求項１９】
　前記ディスク定義構造（ＤＤＳ）情報は、前記ＴＤＦＬ書込み位置情報として、前記一
時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）エリアに書き込まれた最初の前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）
情報および最後の前記一時欠陥リスト（ＴＤＦＬ）情報のアドレスを含む、
　請求項１６または１８に記載のプログラム可能な装置を有するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は光記録媒体の記録方法に係り、詳しくは、追記型光記録媒体（ＷＯＲＭ－ｔ
ｙｐｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｍｅｄｉｕｍ）の欠陥エリアを管理する
方法及びこれを用いた光記録媒体に関する。特に、この方法は、最近盛んに開発中である
ＢＤ－ＷＯとして知られている追記型ブルーレイディスクのフォーマットに適用されて好
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適なデータの記録方法である。
【背景技術】
【０００２】
　光記録再生手段を用いたデータ記録装置及び媒体は、記録能力及び柔軟性によって幾つ
かのタイプに類分される。書込みが行えない再生専用光記録媒体としては、ＣＤ－ＲＯＭ
及びＤＶＤ－ＲＯＭフォーマットを用いた媒体がある。また、自由に複数回の書き換えが
行えるディスク規格としては、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ及びＤＶＤ＋
ＲＷなどがある。
【０００３】
　これに対し、追記型ディスク（ＷＯＲＭ－ｔｙｐｅ　ｄｉｓｃ）は、大容量のデータ保
存を必要とするデータ記憶手段として使われる。しかしながら、前記タイプのディスクは
、'記録の単一性'という制限的な記録能力を有し、再生は自由に行える。ＣＤ－Ｒ、ＤＶ
Ｄ－Ｒなどが追記型ディスクに該当する。
【０００４】
　一方、新たなタイプの次世代高密度のＤＶＤとして、ブルーレイディスク（ｂｌｕ－ｒ
ａｙ　ｄｉｓｃ）が盛んに開発されつつある。このブルーレイディスクは、青色光を使っ
て高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを書込むことができる大容量の光デ
ィスクであって、書き換え可能なディスクフォーマットとしてＢＤ－ＲＥが開発されてい
る。
【０００５】
　前記光記録媒体は、ディスクの製造過程中または使用中に媒体の表面にスクラッチや欠
陥が起こる可能性がある。この理由から、データの記録中に前記欠陥エリアを管理する方
法を使用し、これは、一般的に再生時にも同様に適用される。
【０００６】
　図１によれば、光記録媒体１０２（例えば、ＢＤ－ＲＥ）のための光ディスク記録再生
装置１００は、ホスト（制御部）２００からデータ及びコマンドを受信する。この光ディ
スク記録再生装置１００は、セットされた光記録媒体からデータを読み出したり、光記録
媒体の上にデータを書き込むピックアップ１０４と、前記ピックアップと光記録媒体の表
面との間の距離を一定に保持したり、ピックアップのトラッキングを制御するサーボ部１
０６と、前記ピックアップから入力される信号を所望の信号に復元したり、ホストから受
信された記録信号を変調してピックアップに伝えるデータプロセッサ１０８と、前記ホス
トと記録再生装置との間でデータをやり取りするインタフェース１１０と、記録再生装置
を制御するマイコン１１２と、プログラムを記憶したり、記録媒体内の欠陥管理情報及び
データを始めとする各種の情報を一時記憶するメモリ１１４と、を備えてなる。前記ホス
ト２００の制御及び記憶されたプログラムを元に、前記光ピックアップ１０４は、ディス
ク上に記憶された（または、書き込まれた）データを読み出し、再生のためにデータプロ
セッサ１０８にデータ信号を入力したり、データプロセッサ１０８からの記録信号に基づ
き、ディスク内の特定のエリアにデータを書き込む。特に、記録動作に当たっては、前記
マイコン１１２は、ホスト２００を介して入力されるコマンド及びメモリに記憶されたプ
ログラムをもとに、光記録再生装置１００がデータストリーム（または、符号化済みアナ
ログ信号）を受信し、光ピックアップ１０４に前記受信された記録用信号を出力するよう
に制御する。
【０００７】
　図２によれば、ＢＤ－ＲＥタイプのディスクは、特定の割り当てエリアに分けられる。
前記割り当てエリアは、リードインエリアＬＩＡとリードアウトエリアＬＯＡとの間にデ
ータエリアを基本的に備え、前記データエリアは、リードインエリアＬＩＡに隣り合うイ
ンナースペアエリアＩＳＡとリードアウトエリアＬＯＡに隣り合うアウタースペアエリア
ＯＳＡとを備えている。
【０００８】
　上述した如き光記録再生装置１００は、ホストから入力されるデータを光ディスク上に
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、エラー訂正コードブロック単位に該当するクラスターに変換して書込みを行う。記録中
に、データエリア内に欠陥エリアが検出されれば、前記光記録再生装置１００は、検出さ
れた欠陥エリアに書き込まれるデータを前記２つのスペアエリアのうちどちらか一方内に
連続して置き換え記録する（図２には、例えば、ＩＳＡ内に書き込まれる場合を示してい
る）。このため、欠陥エリアに書き込まれるデータをスペアエリアに置き換え記録するこ
とにより、前記スペアエリアからデータを読み出して再生し、その結果、ディスクデータ
エリア内に欠陥が存在するとしても、書込みエラーを防ぐことが可能になる。これにより
、データの信頼性及び無欠性が保証可能になる。
【０００９】
　この方法は、データ記録エリアに自由にアクセス可能な光記録媒体を用いて行われる。
すなわち、書き換え可能なディスクに適用される。このため、欠陥エリアのデータを管理
するに当たり、光ディスク記録再生装置は、記録エリアが制限無しに使用可能になる。し
かしながら、追記型光ディスクの場合には、前記記録動作は、たった１回だけの書込みが
行われ、ユーザによる正常的なデータ復元が行われる前に終わる必要がある。
【００１０】
　例えば、別のブルーレイディスクとして、最近、ＢＤ－ＷＯフォーマットのディスクが
開発中にある。前記ＢＤ－ＷＯ型のディスクは追記型ディスクであって、最近その規格化
作業が行われているが、ディスク上における欠陥エリアを管理する従来の方法が適用でき
ない。この理由から、これに対する解決策が望まれる。
【発明の開示】
【００１１】
　本発明は上記問題点を解決するための、追記型光記録媒体上における欠陥エリアを管理
する方法及び追記型光記録媒体（例えば、ＢＤ－ＷＯ）に関する。
【００１２】
　本発明の目的は、前記従来の技術の問題点を解決するために、追記型光記録媒体におい
ても、欠陥エリアに対応する置換えエリア（すなわち、スペアエリア）上に置き換え記録
を行う過程により、欠陥エリア上に書き込まれたデータを再度割り当て（書き換え）、こ
れを管理する方法を提供するところにある。
【００１３】
　また、本発明の他の目的は、データの記録中に検出された１以上の欠陥エリアとは無関
係に、データの記録動作が終わってから正常的なデータの再生が可能になる、追記型光記
録媒体上における欠陥エリアの管理方法を提供するところにある。
【００１４】
　さらに、本発明のさらに他の目的は、ＢＤ－ＷＯディスクからデータを読み出すホスト
コンピュータを用い、且つ、記録動作時のリニア置換え技術（ｌｉｎｅａｒ　ｒｅｐｌａ
ｃｅｍｅｎｔ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）を採用することにより、特にデータ記録動作時にお
けるデータの安全性及び無欠性を提供するところにある。
【００１５】
　さらに、本発明のさらに他の目的は、ＢＤ－ＷＯ規格化に有効に適用可能な追記型光記
録媒体上における欠陥エリアの管理方法を提供するところにある。
【００１６】
　また、本発明のさらに他の目的は、前記方法を採用して好適な光記録媒体を提供すると
ころにある。
【００１７】
　さらに、本発明のさらに他の目的は、前記方法を採用した光記録媒体を用いるシステム
を提供するところにある。
【００１８】
　本発明のさらなる特徴や利点は以下の説明で述べるが、下記を検討することで当業者に
とり明らかとなり、あるいは、本発明の実施形態から知得されるであろう。本発明の目的
及び利点は、添付の図面とともに、本明細書および特許請求の範囲で特に指摘された主題
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により具現化され、達成される。
【００１９】
　上記の目的やその他の効果を達成するために、本明細書に内在され広く述べられるよう
に、本発明によれば、追記型光記録媒体の上における欠陥エリアの管理方法が提供され、
この方法は、光記録媒体内の所定のエリア内にデータを書き込んだ後、前記データが書き
込まれたエリア内に欠陥が存在するかどうかを検出する段階と、前記欠陥エリア内に書き
込まれたデータを、光記録媒体のデータエリアに割り当てられたスペアエリア内に置き換
え記録し、光記録媒体の割り当てられたエリア内に一時欠陥リストＴＤＦＬとして前記欠
陥エリアの位置を示す位置情報を書き込む段階と、光記録媒体のリードインエリア内の割
り当てられた欠陥管理エリアＤＭＡ内にディスク定義構造ＤＤＳ情報として、前記一時欠
陥リストＴＤＦＬ情報にアクセスするための書込み位置情報と、前記書込み位置情報への
アクセスの有無を決めるための認識情報とを書き込む段階と、を含む。
【００２０】
　また、本発明の他の態様においては、光記録媒体のリードインエリア内に割り当てられ
た欠陥管理エリアＤＭＡを検索し、前記欠陥管理エリアＤＭＡ内のディスク定義構造ＤＤ
Ｓ情報からディスクファイナライズの有無を示す認識情報を検出及び確認することにより
ディスクファイナライズの状態を認識する段階と、前記認識情報に基づき、ディスク定義
構造ＤＤＳ情報内の欠陥リストＤＦＬ情報の書込み位置または一時欠陥リストＴＤＦＬ情
報の書込み位置を選択的に検索する段階と、前記選択的に検索された結果に基づき、欠陥
リストＤＦＬ情報及び一時欠陥リストＴＤＦＬ情報のうちどちらか一方により、欠陥エリ
アへの置き換え記録動作または正常的な再生動作を行う段階と、を含む追記型光記録媒体
の上における欠陥エリアの管理方法が提供される。
【００２１】
　さらに、本発明の別の態様においては、追記型光記録媒体上に光学的にデータを書き込
んだり、書き込まれたデータを読み出したりするためのプログラム可能な装置を有するシ
ステムが提供され、この装置は、本発明のデータの書込み及び書き込まれたデータの読出
しを含む方法に必要な段階を行う。
【００２２】
　さらに、本発明の他の態様においては、データエリアと；　前記データエリアに隣り合
うリードインエリアと；　一時欠陥リストＴＤＦＬ情報及び欠陥リストＤＦＬ情報にアク
セスするための複数の書込み位置情報を含むディスク定義構造ＤＤＳ情報と、前記書込み
位置情報に選択的にアクセスするための認識情報とを書き込む、前記リードインエリア内
における欠陥管理エリアＤＭＡと；を備えるが、前記一時欠陥リストＴＤＦＬ情報及び欠
陥リストＤＦＬ情報は、それぞれ別々の位置に書き込まれる追記型光記録媒体が提供され
る。
【００２３】
　特に、リニア置換え技術が採用可能なホストコンピュータを用いてデータを書き込むに
当たり、ＢＤ－ＷＯなどの光記録媒体に適用される本発明の方法は、データの信頼性及び
無欠性が保証可能になる。
【００２４】
　本発明についての上述した内容及び後述する詳細な説明は、本発明を説明するための一
つの典型的でかつ例示的なものとして理解さるべきである。
【００２５】
　本発明のさらなる目的及び利点は、後述する詳細な説明に関連する図面から一層明らか
になろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の好適な実施形態添、すなわち添付図面に示した本発明の一例について詳
細に説明する。図中、同様な要素には、同一または相当の参照符号を用いて示す。
【００２７】
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　図３には、本発明に係るＢＤ－ＷＯなどの光記録媒体に割り当てられるエリアが示して
ある。これを参照すれば、データエリアはリードインエリアＬＩＡとリードアウトエリア
ＬＯＡとの間に備えられ、また、データエリアは、ユーザデータエリアと、ユーザデータ
エリアの一側に設けられた非ユーザデータエリアと、を備える。前記ユーザデータエリア
は、物理的なセクター番号ＰＳＮと論理的なセクター番号ＬＳＮを有するのに対し、非ユ
ーザデータエリアには、物理的なセクター番号ＰＳＮだけが割り当てられている。前記非
ユーザデータエリアは、アウタースペアエリアＯＳＡと一時欠陥リストＴＤＦＬエリアと
をそれぞれ備え、前記アウタースペアエリアＯＳＡは、欠陥エリアに対応するデータを書
き込むためのエリア、すなわち、置換えデータを書き込むエリアとして用いられる。また
、前記一時欠陥リストＴＤＦＬエリアは、検出された欠陥エリアに関する欠陥エリア位置
情報に対応する置換えエリアの位置情報を書き込むエリアとして用いられる。前記欠陥エ
リア位置情報は、累積的にまたは連続して書込み可能である。
【００２８】
　図面には示していないが、前記アウタースペアエリアＯＳＡと一時欠陥リストＴＤＦＬ
は、互いに位置をかえて備えられることもでき、且つ、インナースペアエリアＩＳＡをさ
らに割り当てることもできる。例えば、ＩＳＡを追加的にまたはアウタースペアエリアＯ
ＳＡに代えて割り当てること、あるいは、一時欠陥リストＴＤＦＬエリアをアウタースペ
アエリアＯＳＡに隣り合うように割り当てること、あるいは、リードインエリアＬＩＡ内
に割り当てることがいずれも可能である。
【００２９】
　図３の如き光記録媒体にデータを書き込むに当たり、図１における前記光ディスク記録
再生装置１００は、前記ユーザデータエリア内の所定の記録セクター上に連続してデータ
を書き込む内部プログラムを実行する。前記記録動作は、データの記録が終わるか、ある
いは、最後の記録セクターへのデータの記録が終わるまで行われる。以下、それぞれの記
録過程を「データ記録ステージ」と称する。
【００３０】
　前記所定の記録セクターは、欠陥検出単位ＤＶＵで設定され、前記「データ記録ステー
ジ」中に、それぞれの欠陥検出単位ＤＶＵの以降に記録後検証（ｖｅｒｉｆｙ－ａｆｔｅ
ｒ－ｗｒｉｔｅ）動作を通じて欠陥エリアが検出される。一つの欠陥検出単位ＤＶＵはあ
る物理的なトラックまたはクラスターの数と同じサイズの記録サイズを有することができ
るが、説明の便宜さのために、本発明においては、前記欠陥検出単位ＤＶＵのサイズが５
クラスターを有することを例にとる。ここで、複数の欠陥検出単位ＤＶＵ１～ＤＶＵｎが
一つの時間的な連続性を有する「データ記録ステージ」を構成し、それぞれの「データ記
録ステージ１、２、３」は、書き込まれるデータの量に基づく複数の欠陥検出単位ＤＶＵ
よりなる。
【００３１】
　前記記録後検証の動作は、前記光ディスク記録再生装置１００により行われ、一つの欠
陥検出単位ＤＶＵ内に書き込まれたデータに対応する欠陥エリアの存否を判断する一連の
反復的な欠陥検出過程を意味する。それぞれの欠陥エリアの検出中に、欠陥検出単位ＤＶ
Ｕ内に書き込まれたデータは、記録状態を検証するために読み出される。すなわち、デー
タの記録が成功的に行われ、その結果、正常的な再生が可能であるかどうかを判別する。
もし、正常的な再生が検証されなければ、欠陥が存在すると判断する。
【００３２】
　例えば、記録動作Ｓ１０によりＤＶＵ１の物理的なクラスター１～５に連続してデータ
を書き込んだ後、前記光ディスク記録再生装置１００は、ＤＶＵ１内に書き込まれたデー
タを順次に再生することにより「記録後検証動作」を行い、その結果として、欠陥エリア
の存在を検出する。再生動作Ｓ１１により、最初の検証されていないデータクラスターが
検出されるまで、光ディスク記録再生装置１００は書き込まれたデータの最初のクラスタ
ー（クラスター１）から再生を行う。図面には、例えば、クラスター２が欠陥エリアとし
て検出された場合を例に取っている。次に、前記光ディスク記録再生装置１００は、メモ
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リ１１４内に物理的なクラスター２のデータを一時的に保存する。前記一時的に保存され
た（または、バッファリングされた）データは、記録動作Ｓ１２により置き換え記録動作
を行うために使われる。すなわち、欠陥クラスターに対応する置換えデータを欠陥エリア
に代えてアウタースペアエリアＯＳＡ内の置換えクラスター２′内に書き込む。ここで、
前記クラスター２′内のデータは、アウタースペアエリアＯＳＡの端部のうちどちらか一
方から書き込まれる。
【００３３】
　このようにして置き換え記録動作が終わった後、光ディスク記録再生装置１００は、再
生動作Ｓ１３によりＤＶＵ１内のデータ、すなわち、連続する次のクラスター３から再生
を続ける。もし、他の欠陥クラスターとしてクラスター４が欠陥エリアとして検出されれ
ば、前記光ディスク記録再生装置１００は、記録動作Ｓ１４により他の置き換え記録動作
を行う。すなわち、欠陥クラスターのデータを保存（バッファリング）した後、前記アウ
タースペアエリアＯＳＡ内の置換えクラスター２′に続けて置換えクラスター４′を書き
込む。
【００３４】
　再生動作Ｓ１５によりＤＶＵ１の連続的な記録後検証動作が行われ、それ以上欠陥エリ
アが検出されなければ、「データ記録ステージ１」内のＤＶＵ１への書込み動作が完了す
る。したがって、結局、ＤＶＵ１は正常的なクラスター１、３、５と２つの欠陥クラスタ
ー２、４を含んでおり、前記欠陥エリアに対応するデータはアウタースペアエリアＯＳＡ
内の置換えクラスター２′、４′に置き換え記録される。上記の如き記録後検証動作が「
データ記録ステージ１」内のＤＶＵｎまでの全ての欠陥検出単位ＤＶＵに対して繰り返し
行われる。すなわち、クラスター６はＤＶＵ２の開始クラスターとなる。
【００３５】
　次いで、ＤＶＵｎまで連続して行われる記録後検証動作が完了すれば、前記光ディスク
記録再生装置１００は、各欠陥エリアを識別し、対応する置換えデータが書き込まれた位
置が確認可能に「欠陥エリアデータ位置情報」を書き込む。これらの位置情報は一時欠陥
リストＴＤＦＬ情報として一時欠陥リストＴＤＦＬエリア内に書き込まれる。一時欠陥リ
ストＴＤＦＬ情報へのアクセス率を高めるために、光ディスク記録再生装置１００はまた
、「ディスク定義構造ＤＤＳ情報」として「書込み位置情報」をリードインエリアＬＩＡ
内の欠陥管理エリアＤＭＡ内に書き込む。
【００３６】
　図４に示すように、前記一時欠陥リストＴＤＦＬ情報は複数の欠陥エントリを含んでお
り、それぞれの欠陥エントリはＰＳＮの組、すなわち、「欠陥ＰＳＮ」及び「置換えＰＳ
Ｎ」となる。ここで、前記欠陥ＰＳＮは欠陥エリアの物理的なセクター番号を意味し、前
記置換えＰＳＮは置換えエリアの物理的なセクター番号となる。また、それぞれの欠陥エ
ントリは、ＰＳＮ値と共にステータス情報を含み、ステータス情報は「ステータス１」及
び「ステータス２」を含むが、本発明の実施の形態においては、「ステータス２」は使わ
れない。すなわち、前記「ステータス１」というステータス情報は、欠陥エリア（または
、潜在的な欠陥エリア）とこれに対応する置換えデータとの間に存在する関連性タイプを
指定する情報であって、例えば、置換えデータの記録状態、アドレスの割り当て有無、欠
陥エリアの確認有無、置換えエリアの活用有無などを表示する情報となる。
【００３７】
　例えば、ディスク定義構造ＤＤＳ情報内の第６０番目のバイトは、現在の一時欠陥リス
トＴＤＦＬ情報のＰＳＮにアクセスするための「書込み位置情報」を含む。すなわち、前
記一時欠陥リストＴＤＦＬ情報は、最新の置き換え記録動作過程を反映した情報である。
また、前記「書込み位置情報」は、ディスクファイナライズが行われたかどうかを示すデ
ィスクファイナライズフラグ情報を含む認識情報と共に書き込まれて管理される。前記デ
ィスクファイナライズフラグ情報は、ディスクへの書込み動作が行えない旨を示す情報で
ある。
【００３８】
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　もし、前記認識情報がディスクファイナライズされていない旨を示せば、光ディスク記
録再生装置１００は欠陥管理エリアＤＭＡを読み込み、記録動作を行う位置を検索するた
めの「書込み位置情報」を参照する。例えば、前記認識情報は１バイトであって、“００
００ｘｘｘｘ”であれば、ディスクがファイナライズされていない旨を意味し、“０００
０１１１１”であれば、ディスクがファイナライズされている旨を意味すると定義するこ
とができる。また、前記認識情報が１バイトよりも大きなサイズに割り当てられれば、前
記“００００ｘｘｘｘ”または“００００１１１１”ではなく、他の値を使ってディスク
ファイナライズの有無を示すことができる。前記ディスク定義構造ＤＤＳ情報は、最初の
一時欠陥リストＴＤＦＬ及び現在の一時欠陥リストＴＤＦＬの両方ともにアクセスしたり
、これらのうちどちらか一方に選択的にアクセスするための書込み位置情報を含むことが
できる。
【００３９】
　もし、ユーザの要求に応じてディスクがファイナライズされているならば、前記光ディ
スク記録再生装置１００は、ディスクファイナライズフラグを“００００ｘｘｘｘ”（未
ディスクファイナライズであることを意味）から“００００１１１１”（ディスクファイ
ナライズ済みであることを意味）へと切り換え設定し、欠陥管理エリアＤＭＡ内に欠陥リ
ストＤＦＬ情報として一時欠陥リストＴＤＦＬを書き込む。このため、ディスクがファイ
ナライズされれば、前記書込み位置情報は前記欠陥リストＤＦＬ情報が書き込まれた位置
を示す最終値としてディスク定義構造ＤＤＳ情報内に書き込まれる。ディスク定義構造Ｄ
ＤＳ情報内の第２４番目のバイトに該当する記録エリアには、欠陥リストＤＦＬ情報の最
初のＰＳＮにアクセスするための書込み位置情報値が含まれる。
【００４０】
　図５によれば、前記ディスク定義構造ＤＤＳ情報は、最新に書き込まれた、例えば、デ
ィスクファイナライズされる直前の一時欠陥リストＴＤＦＬ情報（ＴＤＦＬｑ参照）の最
初のＰＳＮに該当する書込み位置情報をさらに含み、前記さらに含まれた情報により最後
または最近に書き込まれた一時欠陥リストＴＤＦＬ情報へのアクセスが容易になる。
【００４１】
　図６によれば、前記一時欠陥リストＴＤＦＬ情報は、リードインエリアＬＩＡ内の特定
の記録エリア内に書き込まれることもでき、これに対し、図７によれば、前記一時欠陥リ
ストＴＤＦＬ情報は、アウタースペアエリアＯＳＡ内の特定の記録エリアに書き込まれる
か、あるいは、他のエリア、例えば、リードアウトエリアＬＯＡなどに書き込まれるとい
うことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の実施の形態により、ＢＤ－ＷＯなどの光記録媒体は、図１に示す如きプログラ
ム可能なシステムにセットされれば、前記光ディスク記録再生装置１００はディスクリー
ドインエリアＬＩＡ内の欠陥管理エリアＤＭＡを検索してディスク定義構造ＤＤＳ情報内
のディスクファイナライズフラグ値を検出及び確認し、これより、該当ディスクがファイ
ナライズされたかどうかを決める。もし、前記ディスクファイナライズフラグから該当デ
ィスクがファイナライズされていないと判断されれば、以降に光ディスク記録再生装置１
００は、ディスク定義構造ＤＤＳ情報内に書き込まれた最初及び／または最後の一時欠陥
リストＴＤＦＬ情報に関する書込み位置情報を確認し、これより、一時欠陥リストＴＤＦ
Ｌ情報を得る。次いで、光ディスク記録再生装置１００は、連続して置き換え記録動作ま
たは再生動作を行う。これに対し、もし、前記ディスクファイナライズフラグから該当デ
ィスクがファイナライズされていると判断されれば、以降に光ディスク記録再生装置１０
０は、ディスク定義構造ＤＤＳ情報内に書き込まれた欠陥リストＤＦＬ情報の位置を確認
し、これより欠陥リストＤＦＬ情報を得る。次いで、光ディスク記録再生装置１００は、
単に再生動作だけを行う。
【００４３】
　本発明に係る追記型光記録媒体上における欠陥エリアの管理方法によれば、ディスク内
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、スペアエリア）内に置き換え記録動作を通じて効率よく書き込まれて管理される。この
ため、最近盛んに開発中であるＢＤ－ＷＯなどのフォーマットを有する光記録媒体におい
ても、１回の記録動作によりデータが書き込めることはもちろん、ディスク上に欠陥が存
在するとしても、書き込まれたデータを正常に再生することが可能になる。さらには、本
発明の適用に当たり、欠陥エリアに書き込まれたデータが効率よく管理可能な追記型光記
録媒体を提供することにより、ＢＤ－ＷＯの規格化作業を一層容易に行うことができる。
【００４４】
　本発明に係る、「追記型光記録媒体における欠陥エリアの管理方法及び追記型光記録媒
体」に対する技術的な思想を逸脱しない範囲内において各種の変更、または変形的な使用
が可能であるということは、この発明が属する技術分野における通常の知識を有する者に
とって明らかである。よって、本発明の請求範囲及びその均等な範囲内における変形的な
使用は本発明に属するということは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】従来の光ディスク装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】書き換え可能な光記録媒体であって、例えば、ＢＤ－ＲＥにおける欠陥エリアの
管理方法を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態による追記型光記録媒体上の割り当てエリアであって、これ
を用いてディスク上の欠陥エリアを管理する方法を示す図である。
【図４】本発明に従い書き込まれた位置情報を示す図である。
【図５】本発明に従い書き込まれた位置情報の使用例を示す図である。
【図６】本発明の他の実施の形態による、追記型光記録媒体（例えば、ＢＤ－ＷＯディス
ク）上の欠陥エリアを管理する方法を示す図である。
【図７】本発明のさらに他の実施の形態による、追記型光記録媒体（例えば、ＢＤ－ＷＯ
ディスク）上の欠陥エリアを管理する方法を示す図である。
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