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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録／再生装置であって、
情報記録媒体にデータを書き込み、情報記録媒体からデータを読み取る書き込み／読み取
り部と、
　前記書き込み／読み取り部を制御する制御部とを備えており、前記制御部は：
　論理的オーバーライトによる代替を使って前記媒体の元来ブロックに記録された元来デ
ータをアップデートするために前記媒体の第１領域中のアップデートブロックにアップデ
ートデータを記録し、
　前記媒体の前記元来ブロックに記録された前記元来データを論理的オーバーライトによ
る代替を使ってアップデートするために前記アップデートデータが前記第１領域中の前記
アップデートブロックに記録されている途中に欠陥が検出された場合に、前記アップデー
トデータを代替するための代替データを前記媒体の第２領域中の代替ブロックに欠陥によ
る代替を使って記録するように前記書き込み／読み取り部を制御し、
　前記制御部はさらに、代替状態を表すために、前記元来ブロックの位置情報と前記代替
ブロックの位置情報とを含む欠陥リストエントリを生成し、前記代替ブロック内に前記ア
ップデートブロックの位置情報を配置することを特徴とする記録／再生装置。
【請求項２】
　前記代替ブロックは、記録または再生単位ブロックであり、
　前記記録または再生単位ブロックは、ユーザデータのためのユーザデータ部分と前記ア
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ップデートブロックの位置情報のための付加情報部分を含むことを特徴とする請求項１に
記載の記録／再生装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記付加情報部分が前記ユーザデータ部分よりエラー訂正能力に優れるように前記付加
情報部分を記録するように前記書き込み／読み取り部を制御することを特徴とする請求項
２に記載の記録／再生装置。
【請求項４】
　前記元来ブロックの位置情報と前記代替ブロックの位置情報とは、前記媒体の物理的空
間上のアドレスによって表現されることを特徴とする請求項１に記載の記録／再生装置。
【請求項５】
　前記第１領域は、ユーザデータ領域であり、前記第２領域は、スペア領域であることを
特徴とする請求項１に記載の記録／再生装置。
【請求項６】
　記録／再生方法であって、
情報記録媒体の元来ブロックに記録された元来データをアップデートするために論理的オ
ーバーライトによる代替を使って前記情報記録媒体の第１領域中のアップデートブロック
にアップデートデータを記録するステップと、
　前記第１領域中の前記アップデートブロックに前記アップデートデータが記録されてい
る途中に欠陥が検出された場合に、欠陥による代替を使って第２領域中の代替ブロックに
前記アップデートデータを代替する代替データを記録するステップと、
　代替状態を表すために、前記元来ブロックの位置情報と前記代替ブロックの位置情報と
を含む欠陥リストエントリを生成し、前記代替ブロック内に前記アップデートブロックの
位置情報を配置するステップとを含むことを特徴とする記録／再生方法。
【請求項７】
　前記代替ブロックは、記録または再生単位ブロックであり、
　前記記録または再生単位ブロックは、ユーザデータのためのユーザデータ部分と前記ア
ップデートブロックの位置情報のための付加情報部分とを含むことを特徴とする請求項６
に記載の記録／再生方法。
【請求項８】
　前記付加情報部分が前記ユーザデータ部分よりエラー訂正能力に優れることを特徴とす
る請求項７に記載の記録／再生方法。
【請求項９】
　前記元来ブロックの位置情報と前記代替ブロックの位置情報とは、前記媒体の物理的空
間のアドレスによって表現されることを特徴とする請求項６に記載の記録／再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスク分野に係り、さらに具体的には、論理的オーバーライト（ＬＯＷ：
Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｏｖｅｒ　ｗｒｉｔｅ）による代替及び欠陥による代替を効率的に管理
するための情報記録媒体、記録／再生装置及び記録／再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　追記型情報記録媒体の場合、一般的に欠陥管理のためにデータ領域の一部にスペア領域
を設ける。すなわち、ユーザデータ領域（データ領域からスペア領域を除外した領域）に
／からユーザデータを記録／再生する途中に欠陥を発見すれば、その欠陥データを代替す
るための代替データをスペア領域に記録する。
【０００３】
　また、追記型情報記録媒体の場合には、このような欠陥管理方法がＬＯＷに利用される
。“ＬＯＷ”とは、追記型情報記録媒体に再記録が行われることと類似して使用可能にす
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るための方法である。すなわち、ユーザデータ領域に既に記録されたデータを更新するた
めに、あたかもその記録されたデータが欠陥データであるように取り扱って、その記録さ
れたデータを代替するためのデータをスペア領域に記録することである。これにより、ユ
ーザデータ領域に記録されたデータの論理的なアドレスを固定しつつ、この論理的なアド
レスに対応する物理的なアドレスをスペア領域に記録されたデータのアドレスにすること
によって、あたかもホストの立場では、ユーザデータ領域にあるデータがその同じ位置で
再記録のみが行われたようにすることができて管理を容易にする。これは、ホストが論理
的なアドレスにのみ関与するためである。
【０００４】
　しかし、ディスクの容量を最大限活用するために、欠陥管理によるＬＯＷの具現時にそ
のアップデートされるデータの記録をスペア領域に限定せず、ディスクのユーザデータ領
域の未記録領域に記録し、それによる代替情報（代替エントリ）を設ける方法が提案され
た。
【０００５】
　以下、ＬＯＷによる代替と欠陥による代替とを図面を参照して簡略に紹介する。
【０００６】
　図１Ａは、従来の技術によるＬＯＷによる代替を説明するための参考図である。図１Ａ
を参照するに、データ領域１００は、ユーザデータ領域１１０と、少なくとも一つのスペ
ア領域１２０とを備える。データは、ユーザデータ領域１００の開始アドレスから記録さ
れる。図１Ａに示されたように、媒体上のユーザデータ領域１００の物理的空間Ｐ１,Ｐ
２,Ｐ３には、既にデータブロックＡ１,Ａ２,Ａ３が記録されている状態でホストがＡ１,
Ａ２,Ａ３をＢ１,Ｂ２,Ｂ３にＬＯＷによってアップデートしようとして、元来位置Ｐ１,
Ｐ２,Ｐ３に記録命令を下せば、ドライブシステムは、ＬＯＷによる代替によって媒体上
のユーザデータ領域１１０内にあるＰ４,Ｐ５,Ｐ６にＢ１,Ｂ２,Ｂ３をアップデートし、
その代替された状態を表すためにＰ１,Ｐ２,Ｐ３がＰ４,Ｐ５,Ｐ６に代替された状態を表
すＤＦＬ（Ｄｅｆｅｃｔ　Ｌｉｓｔ）エントリ１３０を図１Ｂに示したように生成する。
【０００７】
　今後、ホストがデータＢ１,Ｂ２,Ｂ３を読み取るために元来位置に該当する論理アドレ
スで再生命令を下せば、ドライブシステムは、前記ＤＦＬエントリ１３０から媒体上のＰ
４,Ｐ５,Ｐ６に記録されたデータを再生してホストに伝送する。もし、この時にＰ４,Ｐ
５,Ｐ６を再生できなければ、代替位置であるＰ４,Ｐ５,Ｐ６がユーザデータ領域１１０
にあるので、元来位置のデータと同一であると見なせないので、ドライブシステムは、続
けてＰ４,Ｐ５,Ｐ６を再生するために再び試みるか、それでも再生できなければ、再生で
きないとホストに報告する。
【０００８】
　図１Ｃは、従来の技術による欠陥による代替を説明するための参考図である。図１Ｃを
参照するに、データ領域１００は、ユーザデータ領域１１０と少なくとも一つのスペア領
域１２０とを備える。データはまた、ユーザデータ領域１１０の開始アドレスから記録さ
れる。図１Ｃに示されたように、ホストが媒体上の元来位置Ｐ１,Ｐ２,Ｐ３に該当する論
理アドレスにデータＡ１,Ａ２,Ａ３を記録するために記録命令を下した時に、ドライブシ
ステムがその論理アドレスに該当する媒体上のユーザデータ領域１１０の物理アドレスＰ
１,Ｐ２,Ｐ３に前記データＡ１,Ａ２,Ａ３を記録する途中に物理ブロックＰ２が欠陥とし
て発見されて、Ａ２をスペア領域１２０のＰｓに代替して記録し、その代替された状態を
表すために、ＤＦＬエントリ１３０に（Ｐ２→Ｐｓ）を図１Ｄに示されたように生成する
。
【０００９】
　今後、ホストがＡ２を再生するために、元来位置Ｐ２に該当する論理アドレスに再生命
令を下せば、ドライブシステムは、前記ＤＦＬエントリ１３０からその論理アドレスに該
当する媒体上の物理アドレスＰ２がスペア領域のＰｓに代替されているということが分か
り、Ｐｓを再生してデータＡ２をホストに伝送する。もし、Ｐｓを再生する途中に、欠陥
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のような理由によってそのデータを再生できない場合に、ドライブシステムは、前記Ｐｓ
がスペア領域１２０内にある代替ブロックであることによって、元来ブロックにあるデー
タもやはりＡ２であるということが分かるため、たとえＰｓ位置のデータブロックＡ２を
再生できないとしても、前記ＤＦＬエントリから元来ブロックに該当するＰ２位置のデー
タブロックＡ２の再生のために試みをさらに行えるという長所を有する。このとき、もし
、Ｐ２位置のデータブロックＡ２がエラー訂正可能ならば、そのデータをホストに伝送で
きるという利点を有する。
【００１０】
　一方、ディスクの容量を最大限活用して、ＬＯＷによる代替と欠陥による代替とを区分
して管理するために、ＬＯＷによる代替領域と欠陥発生による代替領域とを区分して使用
する方法が注目されている。すなわち、欠陥による代替は、既存の欠陥代替のために割り
当てたスペア領域に限定し、ＬＯＷによる代替は、スペア領域ではないデータ領域のユー
ザデータ領域、またはユーザデータ領域内の特定領域に代替する方法である。これにより
、代替ブロックが欠陥による代替であるか、あるいはＬＯＷによる代替であるかをＤＦＬ
エントリ（“欠陥エントリ”または“欠陥／代替エントリ”とも呼ばれる）内の代替ブロ
ックが記録された領域を判別することによって分かる。
【００１１】
　追記型情報記録媒体において、その欠陥による代替ブロック内のユーザデータは、代替
前ブロック内のユーザデータと同一である。しかし、ＬＯＷによる代替は、主にデータを
アップデートするための用途であるため、代替ブロックのユーザデータと代替前ブロック
のユーザデータとが同じであると保証できない。もし、ＤＦＬエントリの代替ブロックが
スペア領域にあれば、これは、欠陥によって発生したＤＦＬエントリであるということが
分かり、それで、元来ブロック内のユーザデータと代替ブロック内のユーザデータとが同
一であるということが分かる。これにより、代替ブロックを再生時に欠陥によってエラー
訂正できないならば、前記ＤＦＬエントリの元来ブロックを再生してユーザデータが得ら
れるという長所を有しうる。もちろん、元来ブロックが欠陥によって代替されたため、エ
ラー訂正が不可な場合もあるが、場合によっては、媒体の記録面に付いているホコリのよ
うなエラー要素の除去によってエラー訂正されることもあるためである。
【００１２】
　このような背景のように、欠陥による代替とＬＯＷによる代替とを区分する理由は、代
替ブロック内のユーザデータが元来位置のユーザデータと同一か否かを区分するためであ
るが、前記背景では、その二つのＤＦＬエントリ内の代替ブロックが記録された領域を区
分することによって、これを区分しようとした。
【００１３】
　しかし、ＬＯＷによる代替中に欠陥が発生した場合に、そのＬＯＷによる代替ブロック
は、再び代替されねばならない。すなわち、言い換えれば、元来ブロックがＬＯＷによる
代替ブロックを経て、再び欠陥による代替ブロックに最終スペア領域に代替されることも
ある。これにより、元来ブロック及び最終代替ブロックのユーザデータは、中間のＬＯＷ
による代替によって相互同一でないこともある。したがって、たとえ、代替ブロックがス
ペア領域にあるとしても、元来ブロックとそのユーザデータとが同じであるという保証は
できない。
【００１４】
　したがって、データ使用を最大化し、データ再生効率を向上させるために、代替ブロッ
クのユーザデータが元来ブロックのユーザデータと同一になるように保証する必要がある
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明が解決しようとする課題は、前記問題点を解決して、ＬＯＷによる代替のための
代替領域と欠陥による代替のための代替領域とが区分されるシステムで、データ再生の効
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率を向上させうる情報記録媒体、記録／再生装置及び記録／再生方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記課題を解決するための本発明の一つの特徴は、情報記録媒体において、前記媒体に
は、前記媒体に記録されたデータのアップデートのためのＬＯＷによる代替のための第１
領域と、前記媒体に発生した欠陥を代替するための第２領域とが設けられ、前記媒体の所
定領域に記録された元来ブロックのＬＯＷのために、前記第１領域に第１代替ブロックを
代替する途中に欠陥が発生した場合に、前記第１代替ブロックの欠陥による代替のための
第２代替ブロックは、前記第２領域に設けられ、前記代替状態を表すためのＤＦＬエント
リは、前記元来ブロックの位置情報と前記第２代替ブロックの位置情報とを含んでおり、
前記第２代替ブロックは、前記第１代替ブロックの位置情報を含んでいることである。
【００１７】
　前記第２代替ブロックは、記録または再生単位ブロックであり、前記記録または再生単
位ブロックは、ユーザデータのためのユーザデータ部分と前記第１代替ブロックの位置情
報のための付加情報部分とで形成されることが望ましい。
【００１８】
　前記付加情報部分は、前記ユーザデータ部分よりエラー訂正能力に優れるように記録さ
れることが望ましい。
【００１９】
　前記元来ブロックの位置情報と前記第２代替ブロックの位置情報とは、前記媒体の物理
的空間上のアドレスで表示されることが望ましい。
【００２０】
　本発明の他の特徴は、情報記録媒体において、前記媒体には、前記媒体に記録されたデ
ータのアップデートのためのＬＯＷによる代替のための第１領域と、前記媒体に発生した
欠陥を代替するための第２領域とが設けられ、前記媒体の所定領域に記録された元来ブロ
ックのＬＯＷのために、前記第１領域に第１代替ブロックを代替する途中に欠陥が発生し
た場合に、前記第１代替ブロックの欠陥による代替のための第２代替ブロックは、前記第
２領域に設けられ、前記ＬＯＷによる代替状態を表すための第１　ＤＦＬエントリと、前
記ＬＯＷによる代替途中に発生した欠陥による代替状態を表すための第２　ＤＦＬエント
リとが設けられることである。
【００２１】
　前記第１　ＤＦＬエントリは、前記元来ブロックの位置情報と前記第１代替ブロックの
位置情報とを含んでおり、前記第２　ＤＦＬエントリは、前記第１代替ブロックの位置情
報と前記第２代替ブロックの位置情報とを含んでいることが望ましい。
【００２２】
　前記第１　ＤＦＬエントリは、前記第１　ＤＦＬエントリに関連した前記第１代替ブロ
ックが前記第２代替ブロックに代替されたことを表すためのリンク状態情報をさらに含ん
でいることが望ましい。
【００２３】
　前記第１領域は、ユーザデータ領域であり、前記第２領域は、スペア領域であることが
望ましい。
【００２４】
　本発明のさらに他の特徴は、情報記録媒体において、前記媒体には、前記媒体に記録さ
れたデータのアップデートのためのＬＯＷによる代替がユーザデータ領域でなされ、前記
代替状態を表すためのＤＦＬエントリは、前記元来ブロックの位置情報と前記代替ブロッ
クの位置情報とを含んでおり、論理的に記録されていない空間への記録命令による前記空
間が物理的には記録された空間である場合に、前記ＤＦＬエントリの前記代替ブロックの
位置情報は、他のＤＦＬエントリの元来ブロックの位置情報となることが許容されること
である。
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【００２５】
　本発明のさらに他の特徴は、記録／再生装置において、情報記録媒体に／からデータを
書き込み／読み取りする書き込み／読み取り部と、前記媒体に記録されたブロックのアッ
プデートのためのＬＯＷによる代替ブロックを前記媒体の第１領域に記録し、前記媒体に
発生した欠陥ブロックを代替するための代替ブロックを前記媒体の第２領域に記録し、前
記媒体の所定領域に記録された元来ブロックのＬＯＷのために、前記第１領域に第１代替
ブロックを代替する途中に欠陥が発生した場合に、前記第１代替ブロックの欠陥による代
替のための第２代替ブロックを前記第２領域に記録するように前記書き込み／読み取り部
を制御し、前記代替状態を表すために、前記元来ブロックの位置情報と前記第２代替ブロ
ックの位置情報とを含んでいるＤＦＬエントリと、を生成し、前記第２代替ブロックには
、前記第１代替ブロックの位置情報を配列することである。
【００２６】
　本発明のさらに他の特徴は、記録／再生装置において、情報記録媒体に／からデータを
書き込み／読み取りする書き込み／読み取り部と、前記媒体に記録されたブロックのアッ
プデートのためのＬＯＷによる代替ブロックを前記媒体の第１領域に記録し、前記媒体に
発生した欠陥ブロックを代替するための代替ブロックを前記媒体の第２領域に記録し、前
記媒体の所定領域に記録された元来ブロックのＬＯＷのために、前記第１領域に第１代替
ブロックを代替する途中に欠陥が発生した場合に、前記第１代替ブロックの欠陥による代
替のための第２代替ブロックを前記第２領域に記録するように前記書き込み／読み取り部
を制御し、前記ＬＯＷによる代替状態を表すための第１　ＤＦＬエントリと、前記ＬＯＷ
による代替途中に発生した欠陥による代替状態を表すための第２　ＤＦＬエントリとを生
成する制御部とを備えることである。
【００２７】
　本発明のさらに他の特徴は、記録／再生装置において、情報記録媒体に／からデータを
書き込み／読み取りする書き込み／読み取り部と、前記媒体に記録されたデータのアップ
デートのためのＬＯＷによる代替データをユーザデータ領域に記録するように前記書き込
み／読み取り部を制御し、前記代替状態を表すために、前記元来ブロックの位置情報と前
記代替ブロックの位置情報とを含んでいるＤＦＬエントリを生成し、論理的に記録されて
いない空間への記録命令による前記空間が物理的には記録された空間である場合に、前記
ＤＦＬエントリの前記代替ブロックの位置情報は、他のＤＦＬエントリの元来ブロックの
位置情報となることを許容する制御部とを備えることである。
【００２８】
　本発明のさらに他の特徴は、記録／再生方法において、情報記録媒体に記録されたブロ
ックのアップデートのためのＬＯＷによる代替ブロックを前記媒体の第１領域に記録し、
前記媒体に発生した欠陥ブロックを代替するための代替ブロックを前記媒体の第２領域に
記録するステップと、前記媒体の所定領域に記録された元来ブロックのＬＯＷのために、
前記第１領域に第１代替ブロックを代替する途中に欠陥が発生した場合に、前記第１代替
ブロックの欠陥による代替のための第２代替ブロックに前記第１代替ブロックの位置情報
を配列して前記第２領域に記録するステップと、前記代替状態を表すために、前記元来ブ
ロックの位置情報と前記第２代替ブロックの位置情報とを含んでいるＤＦＬエントリを生
成するステップとを含むことである。
【００２９】
　本発明のさらに他の特徴は、記録／再生方法において、情報記録媒体に記録されたブロ
ックのアップデートのためのＬＯＷによる代替ブロックを前記媒体の第１領域に記録し、
前記媒体に発生した欠陥ブロックを代替するための代替ブロックを前記媒体の第２領域に
記録し、前記媒体の所定領域に記録された元来ブロックのＬＯＷのために、前記第１領域
に第１代替ブロックを代替する途中に欠陥が発生した場合に、前記第１代替ブロックの欠
陥による代替のための第２代替ブロックを前記第２領域に記録するステップと、前記ＬＯ
Ｗによる代替状態を表すための第１　ＤＦＬエントリと、前記ＬＯＷによる代替途中に発
生した欠陥による代替状態を表すための第２　ＤＦＬエントリとを生成するステップとを
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含むことである。
【００３０】
　本発明のさらに他の特徴は、記録／再生方法において、情報記録媒体に記録されたデー
タのアップデートのためのＬＯＷによる代替データをユーザデータ領域に記録するステッ
プと、前記代替状態を表すために、前記元来ブロックの位置情報と前記代替ブロックの位
置情報とを含んでいるＤＦＬエントリを生成するステップと、論理的に記録されていない
空間への記録命令による前記空間が物理的には記録された空間である場合に、前記ＤＦＬ
エントリの前記代替ブロックの位置情報は、他のＤＦＬエントリの元来ブロックの位置情
報となることを許容するステップと、を含むことである。
【００３１】
　本発明のさらに他の特徴は、データ再生装置において、情報記録媒体からデータを読み
取る読み取り部と、再生しようとするデータに関するＤＦＬエントリに含まれた代替位置
情報によって、その位置にある代替ブロックを読み取るように前記読み取り部を制御し、
前記読み取られた代替ブロックのエラー訂正が失敗した場合に、前記代替ブロックに含ま
れた付加情報部分から以前代替ブロックの位置を確認し、前記以前代替ブロックの位置か
ら代替ブロックを読み取るように前記読み取り部を制御して、前記読み取られた代替ブロ
ックを再生する制御部と、を備えることである。
【００３２】
　本発明のさらに他の特徴は、データ再生装置において、情報記録媒体からデータを読み
取る読み取り部と、再生しようとするデータに関する第１　ＤＦＬエントリにリンク状態
情報が設定されている場合に、前記第１　ＤＦＬエントリにリンクされた第２　ＤＦＬエ
ントリに含まれた代替位置情報によって、その位置にある代替ブロックを読み取るように
前記読み取り部を制御し、前記読み取られた代替ブロックの再生が失敗した場合に、前記
第１　ＤＦＬエントリに含まれた代替位置情報によってその位置にある代替ブロックを読
み取るように前記読み取り部を制御し、前記読み取られた代替ブロックを再生する制御部
と、を備えることである。
【００３３】
　本発明のさらに他の特徴は、データ再生方法において、再生しようとするデータに関す
るＤＦＬエントリに含まれた代替位置情報によって、その位置にある代替ブロックを読み
取るステップと、前記読み取られた代替ブロックのエラー訂正が失敗した場合に、前記代
替ブロックに含まれた付加情報部分から以前代替ブロックの位置を確認するステップと、
前記以前代替ブロックの位置から代替ブロックを読み取って前記読み取られた代替ブロッ
クを再生するステップとを含むことである。
【００３４】
　本発明のさらに他の特徴は、データ再生方法において、再生しようとするデータに関す
る第１　ＤＦＬエントリにリンク状態情報が設定されている場合に、前記第１　ＤＦＬエ
ントリにリンクされた第２　ＤＦＬエントリに含まれた代替位置情報によって、その位置
にある代替ブロックを読み取るステップと、前記読み取られた代替ブロックの再生が失敗
した場合に、前記第１　ＤＦＬエントリに含まれた代替位置情報によって、その位置にあ
る代替ブロックを読み取り、前記読み取られた代替ブロックを再生するステップとを含む
ことである。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、欠陥による代替のための領域とＬＯＷによる代替のための領域とが区
分されているシステムで、ＬＯＷによる途中欠陥が発生して欠陥による代替がなされた場
合にも代替情報を効果的に管理して、データ再生の効率を向上させうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、添付された図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【００３７】
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　本発明は、ＬＯＷによる代替途中に発生した欠陥の代替のために、２つの方法を提示す
る。
【００３８】
　第１の方法は、ＬＯＷのための代替中に発生した欠陥に対しては、欠陥発生時に代替の
ために設けたスペア領域に代替を行い、１）その代替状態を表すためのＤＦＬエントリは
、元来ブロックが最終代替ブロックに代替されたということを表すように生成し、２）代
替ブロック内の付加情報には、代替直前のブロックの位置情報を含める。例えば、ユーザ
データ領域内にある元来ブロックＡが、ＬＯＷによってユーザデータ領域内にある中間代
替ブロックＢに代替する途中に、中間代替ブロックＢが記録エラーまたは記録後検証のよ
うな方法によって欠陥と判断されれば、スペア領域内にある最終代替ブロックＣに代替し
、ＤＦＬエントリは、元来ブロックＡが最終代替ブロックＣに代替されたということを表
すように生成し、最終代替ブロックＣの付加情報には、中間代替ブロックＢの位置情報を
保存する。そして、中間代替ブロックＢの付加情報には、元来ブロックＡの位置情報を保
存する。
【００３９】
　これにより、今後、スペア領域内の最終代替ブロックＣを再生しようとする時に、もし
、最終代替ブロックＣが欠陥のような原因によって再生できない場合、ドライブシステム
は、前記最終代替ブロックＣ内の付加情報に保存されている位置情報を見て、その位置情
報がユーザデータ領域内の位置情報ならば、その位置に該当する中間代替ブロックＢが欠
陥によって最終代替ブロックＣに代替されて、二つのブロック内のユーザデータが同一で
あるということが分かって、ユーザデータ領域内にある中間代替ブロックＢを再生しうる
。
【００４０】
　たとえ、記録／再生ブロック内のユーザデータがエラー訂正不可であるとしても、その
記録／再生ブロック内の保存されている付加情報が分かるためには、ブルーレイのように
、その付加情報のためのエラー訂正ブロックのエラー訂正能力がユーザデータのためのエ
ラー訂正ブロックのエラー訂正能力より卓越した構造であることが望ましい。現在のブル
ーレイのＥＣＣ（Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）フォーマットは、ユー
ザデータのためのＬＤＣ（Ｌｏｎｇ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ　Ｃｏｄｅ）クラスターと付加情
報のためのＢＩＳ（Ｂｕｒｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｓｕｂｃｏｄｅ）クラスターとで
構成されて、ユーザデータと付加情報とが異なるエラー訂正ブロックで構成されている。
そして、前記ＢＩＳクラスターは、（６２,３０,３２）ＲＳ（Ｒｅｅｄ　Ｓｏｌｏｍｏｎ
）コードからなり、ＬＤＣクラスターは、（２４８,２１６,３２）ＲＳドードで構成され
ており、ＢＩＳクラスターのエラー訂正能力が卓越して、たとえユーザデータのためのＬ
ＤＣクラスターをエラー訂正できないとしても、大慨の場合に、ＢＩＳクラスターは、エ
ラー訂正可能な構造である。
【００４１】
　第２の方法は、ＬＯＷのための代替の間に発生した欠陥に対しては、欠陥発生時に代替
のために設けたスペア領域に代替を行い、その代替状態を表すために元来ブロックがＬＯ
Ｗによって代替された代替ブロック（欠陥の発生したブロック）に代替され、また、他の
ＤＦＬエントリに連結されていることを表す状態情報を含むＤＦＬエントリと、前記ＬＯ
Ｗによって代替された代替ブロック（欠陥の発生したブロック）が最終代替ブロックに代
替されたということを表すＤＦＬエントリ（このＤＦＬエントリは、前記ＤＦＬエントリ
と連結されているという状態情報を含むこともある）とを生成する。
【００４２】
　このような第２の方法で、二つまたはそれ以上のＤＦＬエントリが連結されている状態
は、次のような方法によって分かる。ホストがあるブロック内の一部セクターまたはブロ
ック全体を再生しようとすれば、ドライブシステムは、そのホストの命令に該当する物理
的な位置が他の領域に代替されたかを、ＤＦＬエントリを検索することによって判別する
。もし、あるＤＦＬエントリからそのＤＦＬエントリのリンク状態情報を見て、リンク状
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態情報が設定されていないならば、そのまま前記ＤＦＬエントリの代替ブロックを再生し
、リンク状態情報が設定されているならば、前記ＤＦＬエントリの代替ブロックに該当す
るブロックが元来ブロックに設定されている他のＤＦＬエントリを探して、そのＤＦＬエ
ントリの代替ブロックを再生する。すなわち、第２の方法は、ＬＯＷによるＤＦＬエント
リと欠陥によるＤＦＬエントリとを区別する。もし、ＬＯＷによる代替中に欠陥が発生す
る場合においては、ＬＯＷによるＤＦＬエントリと欠陥によるＤＦＬエントリとに区分し
、その連結状態情報を前記少なくともＬＯＷによるＤＦＬエントリに表す。すなわち、Ｌ
ＯＷによるＤＦＬエントリは、元来ブロックＡが中間代替ブロックＢに代替されていると
いうことと、このＤＦＬエントリが他のＤＦＬエントリによって連結されているという状
態情報とを表し、欠陥によるＤＦＬエントリは、中間代替ブロックＢが最終代替ブロック
Ｃに代替されているということを表す。
【００４３】
　これにより、データ再生時にホストが元来ブロックＡを再生するためにドライブシステ
ムに命令すれば、ドライブシステムは、元来ブロックＡを元来アドレスとして有している
ＤＦＬエントリを探して、元来アドレス（元来ブロックＡ）が代替されている代替アドレ
ス（中間代替ブロックＢ）を探し、また、リンク状態情報を確認した後に設定されていれ
ば、その代替アドレス（中間代替ブロックＢ）を元来アドレスとして有しているＤＦＬエ
ントリを探して、その元来アドレス（中間代替ブロックＢ）が代替されている代替アドレ
ス（最終代替ブロックＣ）を再生してホストに伝送する。もし、このスペア領域内にある
最終代替ブロックＣを再生する途中に、欠陥のような原因によってそのユーザデータを再
生できない場合には、その最終代替ブロックＣがスペア領域内にあることによって、それ
が欠陥によって代替された代替ブロックであることが分かり、また、前記ＤＦＬエントリ
の元来アドレス（中間代替ブロックＢ）内にあるユーザデータが同一であるということが
分かるので、前記中間代替ブロックＢを接近して再生できる。
【００４４】
　整理すれば、追記型情報記録媒体において、その欠陥による代替ブロック内のユーザデ
ータと欠陥ブロック内のユーザデータとが同じであるため、ＬＯＷによる代替と欠陥によ
る代替とを領域で区分する場合に、代替ブロックがどの領域にあるかを判断することによ
って、その代替が欠陥によるものか否か、すなわち、代替されたユーザデータの内容が代
替以前のユーザデータの内容と同一か否かを区分できる。ＬＯＷによる代替中に欠陥が発
生して再び代替が起きる場合にも、前記のような利点を維持するために、本発明は、ＬＯ
Ｗによる代替途中に欠陥が発生すれば、欠陥のためのスペア領域に代替し、ＤＦＬエント
リは、元来ブロックが最終代替ブロックに代替されたということを表し、また、代替ブロ
ック内に以前代替ブロックの位置情報を保存する第１の方法と、ＬＯＷによる代替途中に
欠陥が発生すれば、欠陥のためのスペア領域に代替し、また、ＬＯＷによる代替状態を表
すためのＤＦＬエントリと欠陥による代替状態を表すためのＤＦＬエントリとを区分して
表し、ＤＦＬエントリにそのリンク状態情報を含める第２の方法とを提示する。
【００４５】
　図２は、本発明による記録／再生装置の概略図である。図２を参照するに、本実施形態
による記録／再生装置２００は、記録または再生の可能な装置であって、書き込み／読み
取り部２２０及び制御部２１０を備える。記録／再生装置２００は、全体的にまたは部分
的に内部（すなわち、ホスト２４０内にハウジングされる）または外部（ホスト２４０に
連結される別途のボックスにハウジングされる）のドライブシステムと言及されうる。
【００４６】
　書き込み／読み取り部２２０は、制御部２１０の制御によって、本実施形態による情報
記録媒体であるディスク４００に／からデータを書き込み／読み取りする。制御部２１０
は、本発明によってデータを所定記録単位ブロックで記録するように、書き込み／読み取
り部２２０を制御するか、または書き込み／読み取り部２２０によって読み取られたデー
タを処理して有効なデータを得る。
【００４７】
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　記録時に、制御部２１０は、特に本発明によって、ホストの命令によって、またはドラ
イブシステム自体の制御によって、ＬＯＷを具現してデータを記録するように書き込み／
読み取り部２２０を制御する。ＬＯＷは、追記型媒体のユーザデータ領域に記録されたデ
ータをアップデートするために、そのアップデートされた、すなわち、代替データをユー
ザデータ領域の未記録領域に記録し、ホスト側面から見る論理的アドレスは変わりのない
ように、元来のデータ及び代替データのアドレス情報を管理すること（これは、ＤＦＬエ
ントリに作成し、ディスクに記録することによって行われる）を称す。本発明による制御
部２１０は、このようにＬＯＷによってユーザデータ領域の未記録領域に代替を行う。ま
た、本発明による制御部２１０は、欠陥による代替のために代替データをスペア領域に記
録する。
【００４８】
　図３は、図２に示された記録／再生装置構成の細部的なブロック図である。図３を参照
するに、記録／再生装置２００の制御部２１０と書き込み／読み取り部２２０とは、幾つ
かの異なるコンポーネントで具現されうる。例えば、光ピックアップ２５０は、光ディス
ク４００に／から記録／再生動作を行うための書き込み／読み取り部２２０の役割を行え
る。また、ホストＩ／Ｆ　２１１、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｏｒ）２１２、ＲＦ　ＡＭＰ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ａｍｐｌｉｆｉｅ
ｒ）２１３、サーボ２１４及びシステム制御器２１５は、制御部２１０としての役割を行
える。言い換えれば、光ピックアップ２５０とシステム制御器２１５とは、それぞれ書き
込み／読み取り部２２０と制御部２１０とに対応する。
【００４９】
　記録時に、ホストＩ／Ｆ　２１１は、ホスト２４０から記録するデータと、前記記録す
るデータの論理的アドレス情報と共に記録命令を受信し、これをシステム制御器２１５に
伝送する。
【００５０】
　システム制御器２１５は、ホストＩ／Ｆ　２１１から記録命令を受信し、記録に必要な
初期化を行う。
【００５１】
　特に、本発明の第１の方法によって、前記システム制御器２１５は、前記媒体に記録さ
れたブロックのアップデートのためのＬＯＷによる代替ブロックを前記媒体のユーザデー
タ領域に記録し、前記媒体に発生した欠陥ブロックを代替するための代替ブロックを前記
媒体のスペア領域に記録し、前記媒体の所定領域に記録された元来ブロックのＬＯＷのた
めに、前記ユーザデータ領域に第１代替ブロックを代替する途中に欠陥が発生した場合に
、前記第１代替ブロックの欠陥による代替のための第２代替ブロックを前記スペア領域に
記録するように前記書き込み／読み取り部を制御し、前記代替状態を表すために、前記元
来ブロックの位置情報と前記第２代替ブロックの位置情報とを含んでいる代替エントリ（
ＤＦＬエントリ）を生成し、前記第２代替ブロックには、前記第１代替ブロックの位置情
報を配列する。
【００５２】
　また、本発明の第２の方法によって、システム制御器２１５は、前記媒体に記録された
ブロックのアップデートのためのＬＯＷによる代替ブロックを前記媒体のユーザデータ領
域に記録し、前記媒体に発生した欠陥ブロックを代替するための代替ブロックを前記媒体
のスペア領域に記録し、前記媒体の所定領域に記録された元来ブロックのＬＯＷのために
、前記ユーザデータ領域に第１代替ブロックを代替する途中に欠陥が発生した場合に、前
記第１代替ブロックの欠陥による代替のための第２代替ブロックを前記スペア領域に記録
するように前記書き込み／読み取り部を制御し、前記ＬＯＷによる代替状態を表すための
第１　ＤＦＬエントリと、前記ＬＯＷによる代替途中に発生した欠陥による代替状態を表
すための第２　ＤＦＬエントリとを生成する。
【００５３】
　ＤＳＰ　２１２は、ホストＩ／Ｆ　２１１から受けた記録するデータをエラー訂正する
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ためにパリティなどの付加データを添加し、ＥＣＣエンコーディングを行って、エラー訂
正ブロックであるＥＣＣブロックを生成した後、それを既定の方式で変調する。ＲＦ　Ａ
ＭＰ　２１３は、ＤＳＰ　２１２から出力されたデータをＲＦ信号に変える。ピックアッ
プ２５０は、ＲＦ　ＡＭＰ　２１３から出力されたＲＦ信号をディスク２３０に記録する
。サーボ２１４は、システム制御器２１５からサーボ制御に必要な命令を入力されてピッ
クアップ２５０をサーボ制御する。
【００５４】
　再生時に、ホストＩ／Ｆ　２１１は、ホスト２４０から再生命令を受ける。システム制
御器２１５は、再生に必要な初期化を行う。
【００５５】
　特に、本発明の第１の方法によって、システム制御器２１５は、再生命令による論理ア
ドレスを物理アドレスに変換し、変換された物理アドレスに基づいてＤＦＬエントリから
代替アドレスを探して、その位置にある代替ブロックを読み取り、前記読み取られた代替
ブロックのエラー訂正が失敗した場合に、前記代替ブロックに含まれた付加情報部分から
以前代替ブロックの位置を確認し、前記以前代替ブロックの位置から代替ブロックを読み
取るように前記読み取り部を制御し、前記読み取られた代替ブロックを再生するように制
御する。
【００５６】
　また、本発明の第２の方法によって、システム制御器２１５は、再生命令による論理ア
ドレスを物理アドレスに変換し、変換された物理アドレスに基づいてＤＦＬエントリを探
すが、再生しようとするデータに関する第１　ＤＦＬエントリにリンク状態情報が設定さ
れている場合に、前記第１　ＤＦＬエントリにリンクされた第２　ＤＦＬエントリに含ま
れた代替位置情報によって、その位置にある代替ブロックを読み取るように前記読み取り
部を制御し、前記読み取られた代替ブロックの再生が失敗した場合に、前記第１　ＤＦＬ
エントリに含まれた代替位置情報によって、その位置にある代替ブロックを読み取るよう
に前記読み取り部を制御し、前記読み取られた代替ブロックを再生する。
【００５７】
　ピックアップ２５０は、ディスク４００にレーザビームを照射し、ディスク４００から
反射されたレーザビームを受光して得られた光信号を出力する。ＲＦ　ＡＭＰ　２１３は
、ピックアップ２５０から出力された光信号をＲＦ信号に変えて、ＲＦ信号から得られた
変調されたデータをＤＳＰ　２１２に提供する一方、ＲＦ信号から得られた制御のための
サーボ信号をサーボ２１４に提供する。ＤＳＰ　２１２は、変調されたデータを復調し、
ＥＣＣエラー訂正を経て得られたデータを出力する。
【００５８】
　一方、サーボ２１４は、ＲＦ　ＡＭＰ　２１３から受けたサーボ信号とシステム制御器
２１５から受けたサーボ制御に必要な命令とを受けて、ピックアップ２５０に対するサー
ボ制御を行う。ホストＩ／Ｆ　２１１は、ＤＳＰ　２１２から受けたデータをホスト２４
０に送る。
【００５９】
　図４は、本発明による情報記録媒体の構造図である。図４を参照するに、追記型情報記
録媒体４００に記録されるデータ構造４００は、リードイン領域４１０と、データ領域４
２０と、リードアウト領域４３０と、を備える。
【００６０】
　リードイン領域４１０は、第２ディスク管理領域
４１１と、臨時ディスク管理領域（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ　Ａｒｅａ：ＴＤＭＡ）４１２、及び第１ディスク管理領域４１３を備える。前記第１
及び第２ディスク管理領域４１１,４１３は、データ領域４２０で発生した一つ以上の欠
陥に関する情報を記録するために提供される。対照的に、リードイン領域４１０、リード
アウト領域４３０は、第３ディスク管理領域４３１、第４ディスク管理領域４３２を備え
、ＴＤＭＡは、備えていない。
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【００６１】
　リードイン領域４１０に含まれたＴＤＭＡ　４１２は、追記型情報記録媒体の管理のた
めの臨時欠陥管理と臨時ディスク管理とのための情報を記録するための領域と称す。
【００６２】
　このようなＴＤＭＡ　４１２は、臨時欠陥リスト（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅｆｅｃｔ
　Ｌｉｓｔ：ＴＤＦＬ）４１４、臨時ディスク定義構造（Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ
　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ：ＴＤＤＳ）４１５、記録管理データ（Ｒ
ｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｄａｔａ：ＲＭＤ）４１６を備える。
【００６３】
　ＴＤＦＬ　４１４は、臨時欠陥に関する情報を表し、欠陥データの位置情報とこの欠陥
データを代替する代替データの位置情報とを含む。特に、本発明によってＴＤＦＬは、欠
陥発生による代替状態またはＬＯＷによる代替状態を表すためのＤＦＬエントリ４１７を
含む。
【００６４】
　ＴＤＤＳ　４１５は、前記臨時欠陥情報、ドライブ領域の位置ポインターを有しており
、また、初期化時に割当てられるスペア領域の位置及びサイズ情報、記録防止情報、デー
タ領域に割当てられた臨時欠陥管理領域の位置及びサイズ情報、ユーザデータ領域につい
ての情報、それぞれのスペア領域で代替可能な位置情報、ユーザデータ領域の最後の記録
アドレス情報が記録される。
【００６５】
　ＲＭＤ　４１６は、ユーザデータ領域のそれぞれのクラスターに対する記録有無をビッ
ト値で表したユーザデータ領域の記録有無を表す情報を称す。
【００６６】
　第１ディスク管理領域４１３と第２ディスク管理領域４１１、第３ディスク管理領域４
３１、第４ディスク管理領域４３２は、このような追記型媒体が最終化される場合に、最
終的な臨時ディスク管理情報を記録するための領域である。
【００６７】
　データ領域４２０は、スペア領域４２１と、ユーザデータ領域４２２と、スペア領域４
２３とが連続的に設けられている。
【００６８】
　第１スペア領域４２１と第２スペア領域４２３とは、ユーザデータ領域４２２に記録さ
れたデータを代替する代替データを記録するための領域である。本発明によって、このよ
うなスペア領域には、欠陥による代替データが記録される。
【００６９】
　ユーザデータ領域４２２は、ユーザデータを記録するための領域であり、特に、本発明
によって、ＬＯＷによってユーザデータを代替する代替データは、ユーザデータ領域に記
録される。このようなユーザデータ領域は、一つまたは複数の小領域に分けられて使われ
るが、ユーザデータの追加及びＬＯＷが可能であり、ＬＯＷによる代替は、ユーザデータ
領域に制限するので、欠陥による代替領域とＬＯＷによる代替領域とが相互区分される。
言い換えれば、代替ブロックがユーザデータ領域内にあれば、ＬＯＷによる代替ブロック
であり、代替ブロックがスペア領域内にあれば、欠陥による代替ブロックであるというこ
とが分かる。
【００７０】
　図５は、本発明の第１実施形態によるＤＦＬエントリの構造を示す。図５を参照するに
、ＤＦＬエントリ４１７は、元来アドレス５１０と代替アドレス５２０とを備える。
【００７１】
　元来アドレス５１０は、元来記録ブロックの物理的空間上でのアドレスを表し、代替ア
ドレス５２０は、代替記録ブロックの物理的空間上でのアドレスを表す。すなわち、前記
元来アドレスは、ホストの記録命令時に論理アドレスに該当する物理アドレスであること
が望ましく、前記代替アドレスは、最終的に代替された代替ブロックの物理アドレスであ
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ることが望ましい。言い換えれば、本発明の第１実施形態によって、元来記録ブロックを
ＬＯＷによって代替するために第１代替ブロックを記録する途中に欠陥が発生して、前記
欠陥の発生した第１代替ブロックを代替するための第２代替ブロックを情報記録媒体４０
０のスペア領域４２１,４２３に記録した場合に、このような代替状態を表すためのＤＦ
Ｌエントリの元来アドレス５１０は、前記元来記録ブロックのアドレスで表示され、代替
アドレス５２０は、第２代替ブロックのアドレスで表示される。
【００７２】
　図６は、本発明の第１実施形態による記録単位ブロックの構造である。図６を参照する
に、記録単位ブロックは、データ部分６１０と付加情報部分６２０とで形成される。
【００７３】
　データ部分６１０は、ユーザデータを含んでいる部分である。付加情報部分６２０は、
ユーザデータに関する付加的な情報を含んでいる部分である。本発明の第１実施形態によ
って、付加情報部分６２０は、以前代替ブロックの位置情報６２１を含んでいる。ここで
、付加情報部分６２０は、データ部分６１０と別途のエラー訂正構造を有し、付加情報部
分のエラー訂正能力がデータ部分のエラー訂正能力よりさらに優秀に記録単位ブロックが
記録されることが望ましい。
【００７４】
　すなわち、本発明による第１実施形態で、記録／再生ブロックは、ユーザデータのため
のエラー訂正ブロックと付加情報のためのエラー訂正ブロックとに区分されており、ユー
ザデータのためのエラー訂正ブロックがエラー訂正不可であっても、付加情報のためのエ
ラー訂正ブロックは、訂正可能な構造であることが望ましい。一例として、ブルーレイの
ＥＣＣフォーマットのユーザデータのためのＬＤＣクラスターと付加情報のためのＢＩＳ
クラスターとのように、ＢＩＳクラスターのエラー訂正能力が卓越した構造であることが
望ましい。
【００７５】
　図７は、図６に示された記録単位ブロックの具体的な一例であって、“インターリビン
グエンコーディング”によってエンコーディングされた形態である。
【００７６】
　“インターリビングエンコーディング”は、“ＬＤＣブロック”と呼ばれるユーザデー
タを含むブロックと、“ＢＩＳブロック”と呼ばれるアドレスデータを含むブロックとを
、例えば、図４に示したような情報記録媒体４００上のデータ領域４２０に一つの物理ク
ラスターにインターリビングするように配列して記録し、再生時には、アドレスデータを
含むブロックをエラー訂正した後に、ユーザデータを含むブロックをエラー訂正する。
【００７７】
　図７を参照するに、ユーザデータ７１１は、複数のデータフレームに分けられる。この
ようなユーザデータは、データブロック７１２を形成し、データブロック７１２に所定数
のローパリティを付加することによってＬＤＣブロック７１３が形成される。そして、こ
のようなＬＤＣブロック７１３は、既定の配列によってＥＣＣクラスター７１４を構成す
る。このようなＥＣＣクラスター７１４は、物理クラスターブロック７３０のＥＣＣ部分
に分散されて充填される。
【００７８】
　記録システムによって合わせられた論理アドレスと制御データ７１５、媒体上の物理的
な位置と関連した物理アドレス７１６、本発明による付加情報７２０が結合してアクセス
ブロック７１７を形成する。次いで、アクセスブロック７１７に所定数のローパリティが
付加されてＢＩＳブロック７１８を形成する。このようなＢＩＳブロック７１８が所定の
配列によってＢＩＳクラスター７１９で配列される。このようなＢＩＳクラスター７１９
が物理クラスターブロック７３０のＢＩＳカラムに分散されて充填される。そして、この
ような物理クラスターブロック７３０に一カラムの同期化ビットグループが付加されて物
理クラスターが形成される。このようにインターリビング方式によってデータを配列する
ことによって、エラー訂正能力を向上させ、特に、ユーザデータ部分より付加情報部分の
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エラー訂正能力を向上させうる。
【００７９】
　図８は、本発明の第２実施形態によるＤＦＬエントリの構造である。図８を参照するに
、本発明の第２実施形態によるＤＦＬエントリ４１７は、元来アドレス８１０と、代替ア
ドレス８２０と、リンク状態情報８３０とを含む。
【００８０】
　本発明の第２実施形態によって元来記録ブロックをＬＯＷによって代替するために、第
１代替ブロックを記録する途中に欠陥が発生して、前記欠陥の発生した第１代替ブロック
を代替するための第２代替ブロックを情報記録媒体４００のスペア領域４２１,４２３に
記録した場合に、このような代替状態を表すために、ＬＯＷによる代替を表すためのＤＦ
Ｌエントリと欠陥による代替を表すためのＤＦＬエントリとが生成される。
【００８１】
　元来アドレス８１０は、ホストの記録命令時に論理アドレスに該当する物理アドレスで
あるか、または代替途中に発生する欠陥ブロックの物理アドレスであることが望ましく、
代替アドレス８２０は、最終的に代替された代替ブロックの物理アドレスであるか、また
は代替途中に発生する欠陥ブロックの物理アドレスであることが望ましい。
【００８２】
　リンク状態情報８３０は、このＤＦＬエントリが他のＤＦＬエントリと連結されていて
いるか否かを表す情報である。
【００８３】
　これから、本発明の第１実施形態による方法と第２実施形態による方法とを具体的に説
明する。
【００８４】
　図９Ａは、本発明の第１実施形態によって、ＬＯＷによる代替途中に欠陥が発生した時
の代替過程を説明するための参考図である。図９Ａを参照するに、媒体の物理的空間Ｐ１
,Ｐ２,Ｐ３に記録されているデータＡ１,Ａ２,Ａ３をＬＯＷによる代替によってアップデ
ートしたデータＢ１,Ｂ２,Ｂ３をＰ４,Ｐ５,Ｐ６に代替して記録する途中に、Ｐ５ブロッ
クが欠陥として発見される。それで、Ｐ５にあるデータＢ２をスペア領域のＰｓに代替し
て記録する。そして、図９Ｂを参照するに、Ｐ２が最終的にＰｓに代替されたということ
を表すために、ＤＦＬエントリ（Ｐ２→Ｐｓ）を生成する。もちろん、Ｐ１,Ｐ３がＰ４,
Ｐ６にそれぞれ代替されたというＤＦＬエントリも共に生成されて、図４に示されたよう
なＤＦＬエントリリスト４１４に保存される。
【００８５】
　この場合において、前記Ｐｓブロックの以前代替ブロックがＰ５ということを表すため
に、前記Ｐｓブロックの付加情報部分には、Ｐ５ブロックについての位置情報が保存され
る。これにより、今後ホストがデータＢ２を再生するために媒体上のＰ２に該当する論理
アドレスに再生命令を下せば、ドライブシステムは、前記ＤＦＬエントリからその論理ア
ドレスに該当する物理アドレスＰ２がＰｓに代替されているということが分かって、スペ
ア領域にあるＰｓブロックを再生する。このとき、もし、Ｐｓブロック内にあるユーザデ
ータＢ２が再生できない場合に、ドライブシステムは、代替ブロックＰｓがスペア領域（
４２１または４２３）内にあるので、欠陥によって代替されたということが分かり、Ｐｓ
ブロックに代替される前のブロックにあるユーザデータも同じデータであるということが
分かっているので、Ｐｓブロックの付加情報部分に保存されている代替前ブロックの位置
情報を得て、その情報がＰ５ということが分かり、Ｐ５ブロックに接近してＰ５のユーザ
データブロックを再生できるという利点も有する。
【００８６】
　図１０Ａは、本発明の第２実施形態にＬＯＷによる代替途中に欠陥が発生した時の代替
過程を説明するための参考図である。
【００８７】
　図９Ａに示された第１実施形態との差異点は、媒体上の元来位置Ｐ２がＰ５を経てＰｓ
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に最終代替されたということを二つのＤＦＬエントリで表すことである。すなわち、Ｐ２
のＰ５への代替は、ＬＯＷによる代替であり、Ｐ５のＰｓへの代替は、欠陥によるもので
あるので、これを異なるＤＦＬエントリとして区分し、その連結状態を表す。
【００８８】
　図１０Ｂを参照するに、ドライブシステムは、Ｐ２がＰ５に代替されたということを表
すために、まず、ＤＦＬエントリ（Ｐ２→Ｐ５）を生成し、また前記ＤＦＬエントリは、
他のＤＦＬエントリに連結されているということを表すために、リンク状態情報＝１と設
定する。そして、Ｐ５がＰｓに代替されたということを表すために、ＤＦＬエントリ（Ｐ
５→Ｐ２）を生成する。
【００８９】
　これにより、今後ホストがデータＢ２を読み取るために、媒体上の元来位置Ｐ２に該当
する論理アドレスに再生命令を下せば、ドライブシステムは、前記論理アドレスに該当す
る物理アドレスＰ２がＤＦＬエントリ（Ｐ２→Ｐ５）に代替されており、また、リンク状
態情報＝１ということが分かり、Ｐ５を元来アドレスフィールドとして有しているＤＦＬ
エントリ（Ｐ５→Ｐｓ）を探して最終的にＰｓに代替されているということが分かり、Ｐ
ｓブロックを再生してホストに伝送する。このとき、もし、Ｐｓブロックが欠陥のような
理由によって再生できない場合に、ドライブシステムは、ＤＦＬエントリ（Ｐ５→Ｐｓ）
から前記Ｐｓブロックがスペア領域にある代替ブロックであるということが分かり、また
、Ｐ５ブロック内に保存されているユーザデータがＰｓブロック内に保存されているユー
ザデータと同一であるということが分かるため、Ｐ５ブロックを再生してホストに伝送し
うる利点を有する。
【００９０】
　ここで、ＤＦＬエントリでリンク状態情報が必要なことは、連結された場合と連結され
ていない場合とを区分するためであるが、連結されていない二つのＤＦＬエントリを、図
１１Ａ及び図１１Ｂを参照して説明する。
【００９１】
　ＬＯＷによる代替をユーザデータ領域に許容することによって、ＬＯＷによって代替さ
れた領域は、物理的には記録されているが、論理的には記録されていない状態が存在しう
る。
【００９２】
　すなわち、図１のように、データＢ１,Ｂ２,Ｂ３をＬＯＷによって論理アドレスＬ１,
Ｌ２,Ｌ３にアップデートするためには、ドライブシステムは、前記論理アドレスに該当
する物理アドレスＰ１,Ｐ２,Ｐ３が既に記録されているので、物理アドレスＰ４,Ｐ５,Ｐ
６に代替して記録し、その代替状態を表すために図１１Ｂに示したように、ＤＦＬエント
リ（Ｐ１：Ｐ３→Ｐ４：Ｐ６）を生成する。このとき、物理アドレスＰ４,Ｐ５,Ｐ６は、
物理的には記録された領域であるが、それに対応する論理アドレスＬ４,Ｌ５,Ｌ６は、未
記録領域であるので、ホストがこれを使用することもある。それで、ホストが論理アドレ
スＬ４,Ｌ５,Ｌ６にデータＣ１,Ｃ２,Ｃ３を記録しようとする場合、前記論理アドレスに
該当する物理アドレスは、既に記録されているので、ドライブシステムは、ＬＯＷによる
代替によって前記Ｃ１,Ｃ２,Ｃ３を物理アドレスＰ７,Ｐ８,Ｐ９に代替して記録し、その
代替された状態を表すために、図１１Ｂに示されたようにＤＦＬエントリ（Ｐ４：Ｐ６→
Ｐ７：Ｐ９）を生成する。
【００９３】
　このようにＬＯＷによる代替をユーザデータ領域４２２に許容することによって、ＤＦ
Ｌエントリ内の代替アドレスフィールドにある物理アドレスが他のＤＦＬエントリの元来
アドレスフィールドに保存される場合が発生する。このような場合に、この二つのＤＦＬ
エントリは、連結されていてはならない。
【００９４】
　したがって、本発明の第２実施形態によって、ＤＦＬエントリ（Ｐ１；Ｐ３→Ｐ４：Ｐ
６）は、図１１Ｂに示したように、そのリンク状態情報＝０と設定して二つのＤＦＬエン
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トリが連結されていないということを表せる。また、本発明の第１実施形態の場合には、
そのＤＦＬエントリは、常に論理アドレスに該当する物理アドレスをＤＦＬエントリの元
来アドレスフィールドとし、最終代替ブロックに該当する物理アドレスを前記ＤＦＬエン
トリの代替アドレスフィールドとしなければならない。
【００９５】
　ＬＯＷによる代替をユーザデータ領域４２２に許容することによって、ＤＦＬエントリ
内の代替アドレスフィールドにある物理アドレスが他のＤＦＬエントリの元来アドレスフ
ィールドに保存される場合の他の例が図１２Ａに示されている。
【００９６】
　図１２Ａを参照するに、媒体の物理的空間Ｐ１,Ｐ２,Ｐ３に記録されているデータＡ１
,Ａ２,Ａ３をＬＯＷによって代替しようとするが、そのサイズが増大して論理的空間Ｌ１
,Ｌ２,Ｌ３,Ｌ４にそのアップデートされたＡ’１,Ａ’２,Ａ’３,Ａ’４を物理的空間Ｐ
４から記録しようとする場合も発生する。この場合、ドライブシステムは、Ａ’１,Ａ’
２,Ａ’３,Ａ’４をＰ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７に代替して記録し、図１２Ｂに示したようにＤ
ＦＬエントリ（Ｐ１：Ｐ３→Ｐ４：Ｐ６）とＤＦＬエントリ（Ｐ４→Ｐ７）とを生成する
。ここで、Ａ１’をＰ４に記録する前に、Ｐ４は、未記録領域であったが、これは、Ｌ４
に該当するＰ４に記録する前に、既にＰ１がＰ４に代替されて記録されると決定されるた
め、Ｐ４も物理的に記録されたが、論理的に記録されていない領域と見なされる。したが
って、このような状況でも、図１２Ｂに示したように、ＤＦＬエントリ内の代替アドレス
フィールドにある物理アドレスが他のＤＦＬエントリの元来アドレスフィールドに保存さ
れることが許容される。もちろん、図１２Ｂには、本発明による第２の方法によって表現
したが、本発明の第１の方法によって具現されることもある。
【００９７】
　図１３は、本発明の第１実施形態による記録方法の過程を示すフローチャートである。
図１３を参照するに、ＬＯＷによる代替途中に欠陥が発生すれば（１３１０）、ドライブ
システムは、ＬＯＷによってアップデートされたデータ部分と代替直前ブロックの位置（
欠陥ブロックの位置）を表す付加情報部分とを備える代替ブロックを生成する（１３２０
）。
【００９８】
　次いで、ドライブシステムは、生成された代替ブロックを媒体のスペア領域４２１,４
２３に記録する（１３３０）。
【００９９】
　そして、ドライブシステムは、元来ブロックの位置情報と最終代替ブロックの位置情報
とを含んでいるＤＦＬエントリを生成し、これを情報記録媒体４００のＤＦＬエントリリ
スト４１４に記録する（１３４０）。
【０１００】
　図１４は、本発明の第１実施形態による再生方法の過程を示すフローチャートである。
【０１０１】
　ドライブシステムは、ホストからデータ再生命令を受信する（１４１０）。
【０１０２】
　次いで、ドライブシステムは、再生命令による論理的アドレスを物理的アドレスに変換
し、その物理的アドレスに関するＤＦＬエントリを検索する（１４２０）。
【０１０３】
　そして、ドライブシステムは、ＤＦＬエントリに含まれた最終代替アドレスによって、
そのアドレスにある代替ブロックを読み取る（１４３０）。
【０１０４】
　この代替ブロックのエラー訂正が成功であるか否かを判断し（１４４０）、成功である
場合には、そのままこの代替ブロックを再生する（１４７０）。
【０１０５】
　この代替ブロックのエラー訂正が失敗した場合には、この代替ブロックの付加情報から
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以前代替ブロックの位置を確認する（１４５０）。前述したように、本発明の第１実施形
態の場合には、記録単位ブロックをデータ部分と以前代替ブロックの位置情報を含んでい
る付加情報部分とに分け、付加情報部分がデータ部分よりエラー訂正率が高く記録される
ため、データ部分のエラー訂正が失敗しても、付加情報部分のエラー訂正が可能であれば
、この付加情報部分から以前代替ブロックの位置を抽出しうる。
【０１０６】
　そして、ドライブシステムは、以前代替ブロックの位置から代替ブロックを読み取り（
１４６０）、この代替ブロックを再生する（１４７０）。
【０１０７】
　図１５は、本発明の第２実施形態による記録方法の過程を示すフローチャートである。
【０１０８】
　ドライブシステムがＬＯＷによる代替途中に欠陥が発生すれば（１５１０）、ドライブ
システムは、アップデートされたデータを含む代替ブロックを情報記録媒体４００のスペ
ア領域４２１,４２３に記録する（１５２０）。
【０１０９】
　また、ドライブシステムは、ＬＯＷによる代替を表し、このＤＦＬエントリが他のＤＦ
Ｌエントリに連結されることを表すリンク状態情報が含むＤＦＬエントリを生成する（１
５３０）。また、ドライブシステムは、欠陥による代替を表すＤＦＬエントリを生成する
（１５４０）。
【０１１０】
　ドライブシステムは、生成されたＤＦＬエントリを媒体４００のＤＦＬエントリリスト
４１４に記録する（１５５０）。
【０１１１】
　図１６は、本発明の第２実施形態による再生方法の過程を示すフローチャートである。
【０１１２】
　ドライブシステムは、ホストからデータ再生命令を受信する（１６１０）。
【０１１３】
　ドライブシステムは、再生命令による論理的アドレスを物理的アドレスに変換し、その
物理的アドレスに関するＤＦＬエントリを検索する（１６２０）。
【０１１４】
　ドライブシステムは、ＤＦＬエントリにリンク状態情報が設定されていれば、このＤＦ
ＬエントリにリンクされたＤＦＬエントリを検索して最終ＤＦＬエントリを探す（１６３
０）。
【０１１５】
　ドライブシステムは、この最終ＤＦＬエントリに含まれた代替アドレスによってそのア
ドレスにある代替ブロックを読み取る（１６４０）。
【０１１６】
　そして、この読み取られた代替ブロックの再生が可能な場合には（１６５０）、この代
替ブロックを再生する（１６７０）。
【０１１７】
　この読み取られた代替ブロックの再生が可能でない場合には、最終ＤＦＬエントリに連
結された以前ＤＦＬエントリを探して、以前ＤＦＬエントリに含まれた代替アドレスによ
ってそのアドレスにある代替ブロックを読み取って（１６６０）、再生する（１６７０）
。
【０１１８】
　以上、前記のような記録または再生方法は、また、コンピュータで読み取り可能な記録
媒体にコンピュータで読み取り可能なコードとして具現することが可能である。コンピュ
ータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュータシステムによって読み取られるデータが
保存される全ての種類の記録装置を含む。コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例と
しては、再生専用メモリ（ＲＯＭ：リード　オンリ　メモリ）、ＲＡＭ（ランダム　アク
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タ記録装置があり、また、キャリアウェーブ（例えば、インターネットを通じた伝送）状
に具現されるものも含む。また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワー
クに連結されたコンピュータシステムに分散され、分散方式でコンピュータで読み取り可
能なコードが保存され、かつ実行されうる。そして、前記記録または再生方法を具現する
ための機能的なプログラム、コード及びコードセグメントは、本発明が属する技術分野の
プログラマーによって容易に推論されうる。
【０１１９】
　以上、本発明についてその望ましい実施形態を中心に説明した。当業者は、本発明が本
発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で変形された形態で具現されうるということが分
かるであろう。したがって、開示された実施形態は、限定的な観点でなく、説明的な観点
で考慮されねばならない。本発明の範囲は、前述した説明でなく、特許請求の範囲に現れ
ており、それと同等な範囲内にある全ての差異点は、本発明に含まれたものと解釈されね
ばならない。
【０１２０】
　例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、マグネチックテープ、フロッピー（登録商標
）ディスク、光学またはデータ記録装置、キャリアウェーブなどが図２ないし図１６に示
されたデータ代替方法を具現するように利用されうる。同様に、中央制御器は、図１３な
いし図１６を参照して説明された方法を行うためにプログラムされた、低コストかつ一般
目的用、または前記コンピュータで具現されうる。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１Ａ】従来の技術によるＬＯＷによる代替を説明するための参考図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示されたＬＯＷによる代替によるＤＦＬエントリリストである。
【図１Ｃ】従来の技術による欠陥による代替を説明するための参考図である。
【図１Ｄ】図１Ｃに示された欠陥による代替によるＤＦＬエントリリストである。
【図２】本発明による記録／再生装置の概略図である。
【図３】図２に示された記録／再生装置の細部的なブロック図である。
【図４】本発明に他の情報記録媒体の構造図である。
【図５】本発明の第１実施形態によるＤＦＬエントリの構造図である。
【図６】本発明の第１実施形態による記録単位ブロックの構造図である。
【図７】図６に示された記録単位ブロックの具体的な一例である。
【図８】本発明の第２実施形態によるＤＦＬエントリの構造図である。
【図９Ａ】本発明の第１実施形態による管理方法を説明するための参考図である。
【図９Ｂ】図９Ａに示された方法によるＤＦＬエントリリストである。
【図１０Ａ】本発明の第２実施形態による管理方法を説明するための参考図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに示された方法によるＤＦＬエントリリストである。
【図１１Ａ】連結されていない二つのＤＦＬエントリ状態を説明するための参考図である
。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示された方法によるＤＦＬエントリリストである。
【図１２Ａ】ＤＦＬエントリ内の代替アドレスフィールドにある物理アドレスが他のＤＦ
Ｌエントリの元来アドレスフィールドに保存される場合の例を説明するための参考図であ
る。
【図１２Ｂ】図１２Ａに示された状態でのＤＦＬエントリリストである。
【図１３】本発明の第１実施形態による記録方法の過程を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第１実施形態による再生方法の過程を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第２実施形態による記録方法の過程を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の第２実施形態による再生方法の過程を示すフローチャートである。
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