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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ領域と、
　前記データ領域にユーザデータを記録する際に使用され、記録領域を管理するための記
録制御情報が記録される少なくとも１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域と
　を具備する情報記録再生媒体に対して情報の記録再生をおこなう情報記録再生方法であ
って、
　前記情報記録再生媒体の所定の領域に前記記録制御情報が記録される拡張された記録制
御情報エリアを設定する設定ステップと、
　記録制御情報エリアに前記記録制御情報を記録するとともに、新たに設定された前記拡
張された記録制御情報エリアに関する記録制御情報を含む複製記録制御情報を前記情報記
録再生媒体の所定の位置の複製記録制御情報エリアに記録する複製記録制御情報記録ステ
ップと
　を備え、
　前複製記録制御情報記録ステップは、前記記録制御情報エリアが拡張されるときに実行
される情報記録再生方法。
【請求項２】
　前記複製記録制御情報は、
　前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情報と、
　使用中の前記記録制御情報エリアの位置を示す情報と
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　のうち少なくとも一方を含む
　請求項１に記載の情報記録再生方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の情報記録再生方法において、
　前記情報記録再生媒体の最初の使用に際して行われる初期設定後の前記記録制御情報エ
リアの情報を前記複製記録制御情報エリアに記録する初期情報記録ステップをさらに備え
る情報記録再生方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の情報記録再生方法において、
　前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御情報のうち最新の記録制御情報を検索
する最新情報検索ステップを備え、
　前記最新情報検索ステップは、
　前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制御情報エリアの配置の情報を取得するステ
ップと、
　最後に前記記録制御情報エリアが拡張されたときに使用されていた前記記録制御情報エ
リアである拡張前記録制御情報エリアをアクセスする拡張前エリアアクセスステップと
　を備える情報記録再生方法。
【請求項５】
　前記拡張前エリアアクセスステップは、
　アクセスする前記記録制御情報エリアの最後尾領域に前記記録制御情報が記録されてい
るか否かを判定する最後尾判定ステップと、
　前記最後尾判定ステップによる判定結果が前記「否」の場合、前記アクセスする前記記
録制御情報エリアの最後尾から先頭に向けて検索する向先頭検索ステップと、
　前記向先頭検索ステップにより最初に検索される前記記録制御情報を前記最新の記録制
御情報として取得するステップと、
　前記最後尾判定ステップによる判定結果が前記「記録されている」場合、前記最後尾領
域に記録されている前記記録制御情報を一時記憶する記憶ステップと
　を備え、
　前記記憶ステップを実行した後、最後に拡張された前記記録制御情報エリアをアクセス
する最新エリアアクセスステップを実行する
　請求項４に記載の情報記録再生方法。
【請求項６】
　前記最新エリアアクセスステップは、
　アクセスする前記記録制御情報エリアに前記記録制御情報が記録されているか否かを判
定するエリア判定ステップと、
　前記エリア判定ステップによる判定結果が前記「否」の場合、前記記憶ステップで一時
記憶された前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得するステップと、
　前記エリア判定ステップによる判定結果が前記「記録されている」場合、前記アクセス
する前記記録制御情報エリアに最後に記録された前記記録制御情報を検索する最新記録検
索ステップと、
　前記最新検索ステップで検索される前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報として
取得するステップと
　を備える請求項５に記載の情報記録再生方法。
【請求項７】
　データ領域と、
　前記データ領域にユーザデータを記録する際に使用され、記録領域を管理するための記
録制御情報が記録される少なくとも１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域と
　を具備する情報記録再生媒体に対して情報の記録再生をおこなう情報記録再生方法であ
って、
　前記情報記録再生媒体の所定の領域に前記記録制御情報が記録される拡張された記録制
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御情報エリアを設定する設定ステップと、
　記録制御情報エリアに前記記録制御情報を記録するとともに、新たに設定された前記拡
張された記録制御情報エリアに関する記録制御情報を含む複製記録制御情報を前記情報記
録再生媒体の所定の位置の複製記録制御情報エリアに記録する複製記録制御情報記録ステ
ップと、
　拡張されるときに使用されていた前記記録制御情報エリアの未記録領域に所定のデータ
を記録する領域充填ステップと
　を備え、
　前記複製記録制御情報記録ステップと前記領域充填ステップは、前記記録制御情報エリ
アが拡張されるときに実行される情報記録再生方法。
【請求項８】
　前記複製記録制御情報は、前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情報を含む
　請求項７に記載の情報記録再生方法。
【請求項９】
　請求項７または請求項８に記載の情報記録再生方法において、
　前記情報記録再生媒体の最初の使用に際して行われる初期設定後の前記記録制御情報エ
リアの情報を前記複製記録制御情報エリアに記録する初期情報記録ステップをさらに備え
る情報記録再生方法。
【請求項１０】
　請求項７から請求項９のいずれかに記載の情報記録再生方法において、
　前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御情報のうち最新の記録制御情報を検索
する最新情報検索ステップを備え、
　前記最新情報検索ステップは、
　前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制御情報エリアの配置の情報を取得するステ
ップと、
　前記複製記録制御情報を一時記憶する記憶ステップと、
　前記記録制御情報エリアのうち最後に拡張された記録制御情報エリアに前記記録制御情
報が記録されているか否かを判定するエリア判定ステップと、
　前記エリア判定ステップによる判定結果が前記「記録されている」場合、前記最後に拡
張された記録制御情報エリアに最後に記録された前記記録制御情報を検索し、検索された
前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得するステップと、
　前記エリア判定ステップによる判定結果が前記「否」の場合、前記記憶ステップで一時
記憶された前記複製記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得するステップと
　を備える情報記録再生方法。
【請求項１１】
　データ領域と、
　前記データ領域にユーザデータを記録する際に使用され、記録領域を管理するための記
録制御情報が記録される少なくとも１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域と
　を具備する情報記録再生媒体に対して情報の記録再生をおこなう情報記録再生装置であ
って、
　前記情報記録再生媒体の所定の領域に前記記録制御情報が記録される拡張された記録制
御情報エリアを設定する設定手段と、
　前記記録制御情報エリアが拡張されるとき、記録制御情報エリアに前記記録制御情報を
記録するとともに、新たに設定された前記拡張された記録制御情報エリアに関する記録制
御情報を含む複製記録制御情報を前記情報記録再生媒体の所定の位置の複製記録制御情報
エリアに記録する複製記録制御情報記録手段と
　を備える情報記録再生装置。
【請求項１２】
　前記複製記録制御情報は、
　前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情報と、
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　使用中の前記記録制御情報エリアの位置を示す情報と
　のうち少なくとも一方を含む
　請求項１１に記載の情報記録再生装置。
【請求項１３】
　請求項１１または請求項１２に記載の情報記録再生装置において、
　前記複製記録制御情報記録手段は、さらに、前記情報記録再生媒体の最初の使用に際し
て行われる初期設定後の前記記録制御情報エリアの情報を前記複製記録制御情報エリアに
記録する情報記録再生装置。
【請求項１４】
　請求項１１から請求項１３のいずれかに記載の情報記録再生装置において、
　前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御情報のうち最新の記録制御情報を検索
する最新情報検索手段を備え、
　前記最新情報検索手段は、
　前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制御情報エリアの配置の情報を取得するエリ
ア配置解析手段と、
　最後に前記記録制御情報エリアが拡張されたときに使用されていた前記記録制御情報エ
リアである拡張前記録制御情報エリアをアクセスする拡張前エリアアクセス手段と
　を備える情報記録再生装置。
【請求項１５】
　前記拡張前エリアアクセス手段は、
　アクセスする前記記録制御情報エリアの最後尾領域に前記記録制御情報が記録されてい
るか否かを判定する最後尾判定手段と、
　前記最後尾判定手段による判定結果が前記「否」の場合、前記アクセスする前記記録制
御情報エリアの最後尾から先頭に向けて検索する向先頭検索手段と、
　前記向先頭検索手段により最初に検索される前記記録制御情報を前記最新の記録制御情
報として取得する最新記録制御情報取得手段と、
　前記最後尾判定ステップによる判定結果が前記「記録されている」場合、前記最後尾領
域に記録されている前記記録制御情報を一時記憶するバッファメモリと
　を備え、
　前記バッファメモリに前記記録制御情報を格納した後、最後に拡張された前記記録制御
情報エリアをアクセスする最新エリアアクセス手段を起動する
　請求項１４に記載の情報記録再生装置。
【請求項１６】
　前記最新エリアアクセス手段は、
　アクセスする前記記録制御情報エリアに前記記録制御情報が記録されているか否かを判
定するエリア判定手段を備え、
　前記エリア判定手段による判定結果が前記「否」の場合、前記最新記録制御情報取得手
段は、前記バッファメモリに一時記憶された前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報
として取得し、
　前記エリア判定手段による判定結果が前記「記録されている」場合、前記最新記録制御
情報取得手段は、前記アクセスする前記記録制御情報エリアに最後に記録された前記記録
制御情報を検索し、検索される前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得す
る
　請求項１５に記載の情報記録再生装置。
【請求項１７】
　データ領域と、
　前記データ領域にユーザデータを記録する際に使用され、記録領域を管理するための記
録制御情報が記録される少なくとも１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域と
　を具備する情報記録再生媒体に対して情報の記録再生をおこなう情報記録再生装置であ
って、
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　前記情報記録再生媒体の所定の領域に前記記録制御情報が記録される拡張された記録制
御情報エリアを設定する設定手段と、
　記録制御情報エリアに前記記録制御情報を記録するとともに、新たに設定された前記拡
張された記録制御情報エリアに関する記録制御情報を含む複製記録制御情報を前記情報記
録再生媒体の所定の位置の複製記録制御情報エリアに記録する複製記録制御情報記録手段
と、
　拡張されるときに使用されていた前記記録制御情報エリアの未記録領域に所定のデータ
を記録する領域充填手段と
　を備え、
　前記記録制御情報エリアが拡張されるとき、
　前記複製記録制御情報記録手段は、前記記録制御情報を記録するとともに前記複製記録
制御情報を記録し、
　前記領域充填手段は、未記録領域に所定のデータを記録する
　情報記録再生装置。
【請求項１８】
　前記複製記録制御情報は、前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情報を含む
　請求項１７に記載の情報記録再生装置。
【請求項１９】
　請求項１７または請求項１８に記載の情報記録再生装置において、
　前記複製記録制御情報記録手段は、前記情報記録再生媒体の最初の使用に際して行われ
る初期設定後の前記記録制御情報エリアの情報を前記複製記録制御情報エリアに記録する
情報記録再生装置。
【請求項２０】
　請求項１７から請求項１９のいずれかに記載の情報記録再生装置において、
　前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御情報のうち最新の記録制御情報を検索
する最新情報検索手段を備え、
　前記最新情報検索手段は、
　前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制御情報エリアの配置の情報を取得すエリア
配置解析手段と、
　前記複製記録制御情報を一時記憶するバッファメモリと、
　前記記録制御情報エリアのうち最後に拡張された記録制御情報エリアに前記記録制御情
報が記録されているか否かを判定するエリア判定手段と、
　前記エリア判定手段による判定結果が前記「記録されている」場合、前記最後に拡張さ
れた記録制御情報エリアに最後に記録された前記記録制御情報を検索し、検索された前記
記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得する最新記録制御情報取得手段とを備
え、
　前記エリア判定手段による判定結果が前記「否」の場合、最新記録制御情報取得手段は
、前記バッファメモリで一時記憶された前記複製記録制御情報を前記最新の記録制御情報
として取得する
　情報記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報記録再生媒体である光ディスク媒体、特に情報を記録できる記録型光デ
ィスク媒体に対しての情報記録再生方法に関する。更には、この記録型光ディスク媒体を
用いた情報記録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のファイル機器技術の発展に伴い、情報記録再生媒体の一つである光ディスクは急
激に大容量化を実現している。再生専用型では、音楽用ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ
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）ならびにデータ頒布用としてのＣＤ－ＲＯＭ（ＣＤ－Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）が一般に普及し、６５０Ｍバイトから８００Ｍバイトの容量を容易に扱えるようにな
った。さらには、近赤外の波長７８０ｎｍ近傍のレーザを光源としたＣＤに代わり、波長
６５０ｎｍ近傍の赤色レーザ光を光源としたＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌ
ｅ　Ｄｉｓｃ）が登場し、ＣＤの７倍以上の情報を蓄積すると共に、２時間以上の動画が
記録できるようになった。
【０００３】
　これらの再生専用ディスクは、予めポリカーボネートの樹脂基板上に微小な凹凸ピット
を形成してそこに情報を蓄えたものであるが、同等の再生性能を持つ追記型光ディスクも
近年急速に普及している。これらは、ＣＤ－Ｒ（ＣＤ－Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）、ＤＶＤ
－Ｒ（ＤＶＤ－Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）などと呼ばれている。これらは、スパイラル状の
案内溝が形成されたポリカーボネート樹脂基板にその波長の光に対して吸収のある有機系
色素などを塗布して多層化し、集光させたレーザ光により、記録層にピット等を形成して
情報を記録可能としたものである。これらの追記型光ディスクは、このピット等が形成さ
れた後、再生専用型光ディスクと同等の再生特性、サーボ特性を示すため、再生専用型ド
ライブでもデータ再生が可能である。
【０００４】
　記録型（追記型）光ディスクでは、再生専用型光ディスクとの再生互換性を保つために
、例えば、ＤＶＤ－Ｒでは、記録に先立って、ユーザデータにアドレス情報やエラー訂正
情報を付加した形でのデータを作成しておき、このデータをディスク上に記録する方法が
採られる。これによって、記録された一連の情報の形式はＤＶＤ－ＲＯＭと同等であり、
再生専用型ドライブでの情報再生が可能となる。
【０００５】
　記録型光ディスクでは、再生専用型光ディスクと全く同じフォーマットであると、一旦
記録を終了してしまうと、別途追加記録をおこなうために必要な情報が得られなくなる。
この不都合を避けるために、ディスク自体を複数の記録領域に分けて追加記録可能とする
マルチセッション形式や、マルチボーダ形式というフォーマットが設定されている。これ
らの形式では、各種データが記録されている位置情報などを含むディスク記録管理情報（
あるいは記録制御情報）を記録しておく領域が確保されている。ＤＶＤ－Ｒでは、マルチ
ボーダの各ユーザデータ記録領域の先頭部分に、この記録管理領域が形成される。記録型
光ディスク装置は、この記録管理情報を参照しながら追加記録することができる。また、
再生専用型ディスク装置においても、この記録管理情報を参照しながら、必要なユーザデ
ータにアクセスすることができる。
【０００６】
　こうした記録管理情報を備える光ディスクを用いたディスク装置として、例えば、特許
文献１に示される書込装置ならびに記録担体がある。この装置では、第１検出手段は、使
用されているエリアを記録担体の使用情報に基づいて検出する構成を有し、また、第２検
出手段は未書込境界エリアを記録担体のエリア書込状態を示すステータス情報に基づいて
検出する構成を有する。初期化手段には記録担体のエリアの未書込又は書込済み状態につ
いてのステータス情報を検出するステータス検出手段が設けられている。また、この記録
担体は、エリアの未書込又は書込済み状態についてのステータス情報が設けられ、このス
テータス情報が所定の形式で再生可能である。より具体的には、記録担体の所定のアドレ
スに使用情報（ユーザデータ）が記録されているかどうかを示すビットマップが、使用情
報が記録されることのない例えばリードインエリア内の所定位置または該エリアの前にあ
る所定位置に固定される。同様に、記録担体の各エリアに書き込みがなされているかいな
いかについての状態であるステータス情報が、例えばビットマップの形式で、例えば使用
情報の記憶されることのないリードインエリアの中或いはその前といった当該記録担体の
所定位置に固定される。
【０００７】
　特許文献２に記載の書込み装置ならびに記録担体においては、書込み装置は、記録担体
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の少なくとも１つの領域に書込みが行なわれているという事実を表す状態情報を発生する
手段が設けられる。この状態情報が、トラックパターンの、中断なく書込まれた初期領域
の開始部及び終了部の位置を表す間隔情報を有しており、この状態情報が書き込まれた領
域と書き込まれていない領域とを表すビットマップ情報を有している。また、記録担体は
、少なくとも１つの領域に書き込みが行なわれているという事実を表す状態情報を備える
。この状態情報が情報ブロックを書き込むためのトラックパターンの開始部から延在し中
断なく書き込まれた初期領域を表す初期領域情報を有する。
【０００８】
　また、特許文献３には、ＤＶＤ－Ｒ等の記録型ディスクドライブにおいて、記録管理情
報エリア（ＲＭＡ）に記載された最新の記録管理情報（ＲＭＤ）を検索する手順が開示さ
れている（例えば、段落００６０から段落００６４）。
【０００９】
【特許文献１】特表２０００－５０４４６２号公報
【特許文献２】特表２０００－５０４４６３号公報
【特許文献３】特開２００３－２２８８５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、拡張記録制御情報エリアが設定された場合、最新の記録制御情報を効
率よくサーチし、そこから必要な情報を再生するための方法、更には最新の記録制御情報
を効率よくサーチするのに適した制御情報の記録方法ならびに情報記録再生装置を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用される番号・符号を用いて、課題
を解決するための手段を説明する。これらの番号・符号は、［特許請求の範囲］の記載と
［発明を実施するための最良の形態］との対応関係を明らかにするために付加されたもの
である。ただし、それらの番号・符号を、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技
術的範囲の解釈に用いてはならない。
【００１２】
　本発明の観点では、情報記録再生方法は、データ領域と、データ領域にユーザデータを
記録する際に使用され、記録領域を管理するための記録制御情報が記録される少なくとも
１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域とを具備する情報記録再生媒体に対して
情報の記録再生をおこなう情報記録再生方法であって、情報記録再生媒体の所定の領域に
記録制御情報が記録される拡張された記録制御情報エリアを設定する設定ステップと、記
録制御情報エリアに記録制御情報を記録するとともに、新たに設定された拡張された記録
制御情報エリアに関する記録制御情報を含む複製記録制御情報を情報記録再生媒体の所定
の位置の複製記録制御情報エリアに記録する複製記録制御情報記録ステップを備える。複
製記録制御情報記録ステップは、記録制御情報エリアが拡張されるときに実行される。
【００１３】
　本発明の前記複製記録制御情報は、前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情
報と、使用中の記録制御情報エリアの位置を示す情報とのうち少なくとも一方を含む。
【００１４】
　本発明の情報記録再生方法において、前記情報記録再生媒体の最初の使用に際して行わ
れる初期設定後の前記記録制御情報エリアの情報を前記複製記録制御情報エリアに記録す
る初期情報記録ステップをさらに備える。
【００１５】
　本発明の情報記録再生方法において、前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御
情報のうち最新の記録制御情報を検索する最新情報検索ステップを備える。前記最新情報
検索ステップは、配置の情報を取得するステップと、拡張前エリアアクセスステップとを
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備える。配置の情報を取得するステップは、前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制
御情報エリアの配置の情報を取得する。拡張前エリアアクセスステップは、最後に前記記
録制御情報エリアが拡張されたときに使用されていた拡張前記録制御情報エリアをアクセ
スする。
【００１６】
　本発明の前記拡張前エリアアクセスステップは、最後尾判定ステップと、向先頭検索ス
テップと、前記最新の記録制御情報として取得するステップと記憶ステップとを備える。
最後尾判定ステップは、アクセスする前記記録制御情報エリアの最後尾領域に前記記録制
御情報が記録されているか否かを判定する。向先頭検索ステップは、前記最後尾判定ステ
ップによる判定結果が前記「否」の場合、前記アクセスする前記記録制御情報エリアの最
後尾から先頭に向けて検索する。前記最新の記録制御情報として取得するステップは、前
記向先頭検索ステップにより最初に検索される前記記録制御情報を前記最新の記録制御情
報として取得する。記憶ステップは、前記最後尾判定ステップによる判定結果が前記「記
録されている」場合、前記最後尾領域に記録されている前記記録制御情報を一時記憶する
。最後に拡張された前記記録制御情報エリアをアクセスする最新エリアアクセスステップ
は、前記記憶ステップを実行した後、実行される。
【００１７】
　本発明の前記最新エリアアクセスステップは、エリア判定ステップと、取得するステッ
プと、最新記録検索ステップと、前記最新の記録制御情報として取得するステップとを備
える。エリア判定ステップは、アクセスする前記記録制御情報エリアに前記記録制御情報
が記録されているか否かを判定する。取得するステップは、前記エリア判定ステップによ
る判定結果が前記「否」の場合、前記記憶ステップで一時記憶された前記記録制御情報を
前記最新の記録制御情報として取得する。最新記録検索ステップは、前記エリア判定ステ
ップによる判定結果が前記「記録されている」場合、前記アクセスする前記記録制御情報
エリアに最後に記録された前記記録制御情報を検索する。前記最新の記録制御情報として
取得するステップは、前記最新検索ステップで検索される前記記録制御情報を前記最新の
記録制御情報として取得する。
【００１８】
　本発明の他の観点では、情報記録再生方法は、データ領域と、データ領域にユーザデー
タを記録する際に使用され、記録領域を管理するための記録制御情報が記録される少なく
とも１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域とを具備する情報記録再生媒体に対
して情報の記録再生をおこなう情報記録再生方法であって、情報記録再生媒体の所定の領
域に記録制御情報が記録される拡張された記録制御情報エリアを設定する設定ステップと
、記録制御情報エリアに記録制御情報を記録するとともに、新たに設定された拡張された
記録制御情報エリアに関する記録制御情報を含む複製記録制御情報を情報記録再生媒体の
所定の位置の複製記録制御情報エリアに記録する複製記録制御情報記録ステップと、拡張
されるときに使用されていた記録制御情報エリアの未記録領域に所定のデータを記録する
領域充填ステップとを備える。複製記録制御情報記録ステップと領域充填ステップは、記
録制御情報エリアが拡張されるときに実行される。
【００１９】
　本発明の前記複製記録制御情報は、前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情
報を含む。
【００２０】
　本発明の情報記録再生方法において、前記情報記録再生媒体の最初の使用に際して行わ
れる初期設定後の前記記録制御情報エリアの情報を前記複製記録制御情報エリアに記録す
る初期情報記録ステップをさらに備える。
【００２１】
　本発明の情報記録再生方法は、最新情報検索ステップを備える。最新情報検索ステップ
は前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御情報のうち最新の記録制御情報を検索
する。前記最新情報検索ステップは、取得するステップと、記憶ステップと、エリア判定
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ステップと、記録制御情報として取得するステップと、情報として取得するステップとを
備える。取得するステップは、前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制御情報エリア
の配置の情報を取得する。記憶ステップは、前記複製記録制御情報を一時記憶する。エリ
ア判定ステップは、前記記録制御情報エリアのうち最後に拡張された記録制御情報エリア
に前記記録制御情報が記録されているか否かを判定する。記録制御情報として取得するス
テップは、前記エリア判定ステップによる判定結果が前記「記録されている」場合、前記
最後に拡張された記録制御情報エリアに最後に記録された前記記録制御情報を検索し、検
索された前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得する。情報として取得す
るステップは、前記エリア判定ステップによる判定結果が前記「否」の場合、前記記憶ス
テップで一時記憶された前記複製記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得する
。
【００２２】
　本発明の他の観点では、情報記録再生装置は、データ領域と、データ領域にユーザデー
タを記録する際に使用され、記録領域を管理するための記録制御情報が記録される少なく
とも１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域とを具備する情報記録再生媒体に対
して情報の記録再生をおこなう情報記録再生装置であって、情報記録再生媒体の所定の領
域に記録制御情報が記録される拡張された記録制御情報エリアを設定する設定手段と、記
録制御情報エリアが拡張されるとき、記録制御情報エリアに記録制御情報を記録するとと
もに、新たに設定された拡張された記録制御情報エリアに関する記録制御情報を含む複製
記録制御情報を情報記録再生媒体の所定の位置の複製記録制御情報エリアに記録する複製
記録制御情報記録手段とを備える。
【００２３】
　本発明の前記複製記録制御情報は、前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情
報と、使用中の記録制御情報エリアの位置を示す情報とのうち少なくとも一方を含む。
【００２４】
　本発明の情報記録再生装置において、前記複製記録制御情報記録手段は、さらに、前記
情報記録再生媒体の最初の使用に際して行われる初期設定後の前記記録制御情報エリアの
情報を前記複製記録制御情報エリアに記録する。
【００２５】
　本発明の情報記録再生装置は、前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御情報の
うち最新の記録制御情報を検索する最新情報検索手段を備える。前記最新情報検索手段は
、エリア配置解析手段と、拡張前エリアアクセス手段とを備える。エリア配置解析手段は
、前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制御情報エリアの配置の情報を取得する。拡
張前エリアアクセス手段は、最後に前記記録制御情報エリアが拡張されたときに使用され
ていた拡張前記録制御情報エリアをアクセスする。
【００２６】
　本発明の前記拡張前エリアアクセス手段は、最後尾判定手段と、向先頭検索手段と、最
新記録制御情報取得手段と、バッファメモリとを備える。最後尾判定手段は、アクセスす
る前記記録制御情報エリアの最後尾領域に前記記録制御情報が記録されているか否かを判
定する。向先頭検索手段は、前記最後尾判定手段による判定結果が前記「否」の場合、前
記アクセスする前記記録制御情報エリアの最後尾から先頭に向けて検索する。最新記録制
御情報取得手段は、前記向先頭検索手段により最初に検索される前記記録制御情報を前記
最新の記録制御情報として取得する。バッファメモリは、前記最後尾判定ステップによる
判定結果が前記「記録されている」場合、前記最後尾領域に記録されている前記記録制御
情報を一時記憶する。情報記録再生装置は、前記バッファメモリに前記記録制御情報を格
納した後、最後に拡張された前記記録制御情報エリアをアクセスする最新エリアアクセス
手段を起動する。
【００２７】
　本発明の前記最新エリアアクセス手段は、アクセスする前記記録制御情報エリアに前記
記録制御情報が記録されているか否かを判定するエリア判定手段を備える。前記最新記録
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制御情報取得手段は、前記エリア判定手段による判定結果が前記「否」の場合、前記バッ
ファメモリに一時記憶された前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得する
。前記最新記録制御情報取得手段は、前記エリア判定手段による判定結果が前記「記録さ
れている」場合、前記アクセスする前記記録制御情報エリアに最後に記録された前記記録
制御情報を検索し、検索される前記記録制御情報を前記最新の記録制御情報として取得す
る。
【００２８】
　本発明の他の観点では、情報記録再生装置は、データ領域と、データ領域にユーザデー
タを記録する際に使用され、記録領域を管理するための記録制御情報が記録される少なく
とも１つの記録制御情報エリアを備えるシステム領域とを具備する情報記録再生媒体に対
して情報の記録再生をおこなう情報記録再生装置であって、情報記録再生媒体の所定の領
域に記録制御情報が記録される拡張された記録制御情報エリアを設定する設定手段と、記
録制御情報エリアに記録制御情報を記録するとともに、新たに設定された拡張された記録
制御情報エリアに関する記録制御情報を含む複製記録制御情報を情報記録再生媒体の所定
の位置の複製記録制御情報エリアに記録する複製記録制御情報記録手段と、拡張されると
きに使用されていた記録制御情報エリアの未記録領域に所定のデータを記録する領域充填
手段とを備える。記録制御情報エリアが拡張されるとき、複製記録制御情報記録手段は、
記録制御情報を記録するとともに複製記録制御情報を記録し、領域充填手段は、未記録領
域に所定のデータを記録する。
【００２９】
　本発明の前記複製記録制御情報は、前記拡張された記録制御情報エリアの位置を示す情
報を含む。
【００３０】
　本発明の情報記録再生装置において、前記複製記録制御情報記録手段は、前記情報記録
再生媒体の最初の使用に際して行われる初期設定後の前記記録制御情報エリアの情報を前
記複製記録制御情報エリアに記録する。
【００３１】
　本発明の情報記録再生装置において、前記情報記録再生媒体に記録された前記記録制御
情報のうち最新の記録制御情報を検索する最新情報検索手段を備える。前記最新情報検索
手段は、
　前記複製記録制御情報に基づいて前記記録制御情報エリアの配置の情報を取得すエリア
配置解析手段と、バッファメモリと、エリア判定手段と、最新記録制御情報取得手段とを
備える。バッファメモリは、前記複製記録制御情報を一時記憶する。エリア判定手段は、
前記記録制御情報エリアのうち最後に拡張された記録制御情報エリアに前記記録制御情報
が記録されているか否かを判定する。最新記録制御情報取得手段は、前記エリア判定手段
による判定結果が前記「記録されている」場合、前記最後に拡張された記録制御情報エリ
アに最後に記録された前記記録制御情報を検索し、検索された前記記録制御情報を前記最
新の記録制御情報として取得する。前記エリア判定手段による判定結果が前記「否」の場
合、最新記録制御情報取得手段は、前記バッファメモリで一時記憶された前記複製記録制
御情報を前記最新の記録制御情報として取得する。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明に係る情報記録再生方法によれば、第１の効果は、記録制御情報記載エリアが拡
張された場合であっても、少ないアクセス手順で所望の最新の記録制御情報にアクセスで
き、装置動作が高速化できる。本発明においては、最新の拡張記録制御情報エリアではな
く、拡張前に使用していた記録制御情報エリアに一旦アクセスし、更には、そのエリアの
外周側からサーチする方法を採ることにより、少ない手順で素早く最新の記録制御情報を
読み出すことが可能となる。
【００３３】
　また、本発明では、第２の効果として、装置にバッファメモリを搭載し、予め複製記録
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制御情報エリア記載の記録制御情報をバッファメモリに格納しておく、あるいは、拡張前
に使用していた記録制御情報エリアの最外周記載の情報をバッファメモリに格納しておく
方法を採用していることにより、最新の拡張記録制御情報エリアにアクセスした際に記録
制御情報がない場合、このバッファメモリ格納情報を使うことにより、再サーチを不要に
することができ、少ない手順で素早く最新の記録制御情報が得られる。
【００３４】
　更には、本発明の第３の効果として、複製記録制御情報エリアを設け、確実にエリア拡
張の有無を把握でき、装置動作の確度をより高めることが可能となることがある。このエ
リアには、拡張された記録制御情報エリアがどこにあるのかという情報が記載されている
ので、最新の記録制御情報を取得する際には非常に有用である。また、拡張記録制御情報
エリアの確保前であっても、この複製記録制御情報エリアに当初の記録制御情報エリア記
載の記録制御情報の複製情報を記録する方法も示していることにより、当初から、複製記
録制御情報エリアにアクセスするのみで、確実にエリア拡張の有無を把握でき、装置動作
の確度をより高めることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明に係る情報記録再生媒体、情報記録再生装置、ならびに情報記録再生方法の実施
の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００３６】
　図１は、本発明に係る情報記録再生システムの構成を示す図である。情報記録再生シス
テムは、光ディスク装置（ドライブ装置）１、光ディスク媒体２、ホスト装置３を具備す
る。情報記録再生装置である光ディスク装置１は、例えばＣＤやＤＶＤのような情報記録
再生媒体である光ディスク媒体２がセットされ、ホスト装置３からの命令に従って光ディ
スク媒体２に記録をおこない、光ディスク媒体２からデータを再生する。また、光ディス
ク装置１は、記録をおこなうに先だって、ホスト装置３からの命令により記録条件を確認
して調整する記録トレーニング処理をおこなう。また、再生時においては、ホスト装置３
からの命令に従って再生信号処理系の回路定数等の確認と調整をおこない、エラー率が少
なくなる条件での再生動作をおこなう。
【００３７】
　図２は、光ディスク装置１の構成を示す回路ブロック図であり、情報記録再生媒体の一
例である光ディスク媒体２に対して記録再生を行うための装置細部構成が示される。
【００３８】
　光ディスク装置１は、スピンドルモータ２０１と、回転制御回路２０２と、光ヘッド２
１１と、記録再生回路２０４と、サーボ制御回路２０３と、アドレス検出回路２０５と、
インターフェイス２１０と、記録データ処理回路２０６と、再生データ処理回路２０８と
、コントローラ２０９と、同期信号生成回路２０７と、バッファメモリ２１２とを備える
。
【００３９】
　スピンドルモータ２０１は、光ディスク媒体２を支持して回転させる。回転制御回路２
０２は、コントローラ２０９からの指示信号に従ってスピンドルモータ２０１の回転を制
御する。
【００４０】
　光ヘッド２１１は、記録再生回路２０４からの駆動信号に応答して、内蔵されているレ
ーザ光源を発光させ、回転する光ディスク媒体２上の所定の位置にレーザビームを集光さ
せる。再生時には光ディスク媒体２からの反射光を光ヘッド２１１は検出する。また、光
ヘッド２１１は、記録時には再生時よりも高パワーのレーザ光を照射する。
【００４１】
　記録再生回路２０４は、再生時には光ヘッド２１１からの検出信号を増幅して再生デー
タ信号、フォーカスサーボ誤差信号、並びにトラッキングサーボ誤差信号等の各種信号を
生成する。記録時、記録再生回路２０４は、記録データ処理回路２０６から供給される記
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録データ信号に基づいて所望の記録用データを光ヘッド２１１に供給する。
【００４２】
　サーボ制御回路２０３は、この記録再生回路２０４からのサーボ誤差信号とコントロー
ラ２０９からの指示信号に応答して光ヘッド２１１のフォーカス制御、トラッキング制御
、光ヘッド位置制御を行う。
【００４３】
　光ディスク媒体２にアドレス情報が付与されている場合には、再生信号からアドレス情
報を抽出する必要があるが、これには、アドレス検出回路２０５を用いる。ここでは、プ
リピットアドレス信号あるいは溝蛇行に重畳されたＷｏｂｂｌｅ信号を復号することによ
って光ディスク媒体２上の光ビームの位置を検出するためのアドレス情報を獲得する。
【００４４】
　記録データ処理回路２０６は、インターフェイス２１０からの記録データにエラー訂正
符号を付加して記録データを生成する。また、記録データ処理回路２０６は、記録データ
を同期信号生成回路２０７からの記録用同期信号に応じて記録に適したフォーマットに変
換して変調する。同期信号生成回路２０７は、光ディスク媒体２から再生される信号に基
づいて同期信号を生成する。
【００４５】
　再生データ処理回路２０８は、記録再生回路２０４からの再生信号を復調して再生デー
タの誤り訂正を行った後にそのデータをインターフェイス２１０に送出する。
【００４６】
　インターフェイス２１０は、ホストからの記録再生指示データ、記録再生データの授受
を行う。バッファメモリ２１２は、再生されたデータを一時格納する。
【００４７】
　コントローラ２０９は、回転制御回路２０２、サーボ制御回路２０３、アドレス検出回
路２０５、記録再生回路２０４、バッファメモリ２１２、及びインターフェイス２１０と
接続され、各部の制御を行う。
【００４８】
　光ディスク装置１（ドライブ装置１）で用いられるＤＶＤ－ＲやＤＶＤ－ＲＷなどの記
録系の光ディスク媒体２は、スパイラル状の案内溝が形成されたポリカーボネート樹脂基
板に有機系色素や相変化型の金属薄膜などを塗布した多層化構造になっている。有機系色
素や相変化型の金属薄膜などは、特定の波長の光に対して吸収性が高く、集光させた高パ
ワーのレーザ光により形状変化あるいは反射率変化等が生じる。この性質を利用し、案内
溝に沿ってピット等を形成させることにより情報が記録される。このピット等が形成され
た後、記録系の光ディスク媒体２は、再生専用型光ディスクと同等の再生特性、サーボ特
性を示すので再生専用型ドライブでもデータの再生が可能である。
【００４９】
　記録系の光ディスク媒体２では、前述した再生専用型との再生互換性を確保しつつ、情
報の記録再生が良好に実行できるように、媒体をいくつかの領域に分割している。図３に
その例を示すが、光ディスク媒体２の内周側から順に、同心円状に領域を区切って、シス
テム領域２１、ユーザデータ領域２２、リードアウト領域２３が設けられている。ここで
は、光ディスク媒体２の内周側から外周側に向かって記録されていくものとして説明する
。外周側から内周側に向かって記録される場合は、内周と外周を読み替えるとよい。
【００５０】
　システム領域２１には、記録再生動作に有効なシステム情報が記録される。システム情
報には、ディスクに関する情報であるディスクの種類、ディスクの物理的特性などの情報
、ユーザが記録して記録済みとなったユーザデータ領域の情報、更には、ドライブ装置で
のディスク動作の制御に関する推奨動作条件などの情報などが含まれる。また、記録ドラ
イブ装置１の記録条件調整のためのテスト領域も含まれる。
【００５１】
　ユーザデータ領域２２は、ディスクの使用者であるユーザのデータを記録する領域であ
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る。ユーザデータ領域２２は、内周側のシステム領域２１に続いて、スパイラル状の記録
トラックを有する。ユーザデータはこの記録トラックに記録される。このユーザデータ領
域２２は、通常、ディスクの内周側から外周側にかけて記録が行われる。
【００５２】
　リードアウト領域２３は、ユーザデータ領域２２の外周側に設けられ、この領域の外周
側にはデータが形成されていないことを示す領域である。ドライブ装置１は、この領域を
再生した際には終了動作に入る。この領域は予め決められた所定のパタンから成るデータ
が記録される。そのため、ドライブ装置１は再生データからリードアウト領域２３を検出
できる。一方、記録動作時においては、ディスク媒体２へのユーザデータ記録が完了し、
それ以降記録を行わない場合、つまり、それ以降光ディスク媒体２を再生専用として使用
する場合は、ユーザデータ領域２２の外周に、リードアウト領域であることを示す所定の
パタンから成るデータを記録する。
【００５３】
　これら各領域をディスクの内周側から外周側にかけて半径方向を横軸にして左から右に
展開した形で配置して示したものが図４である。システム領域２１はディスクの最内周側
に配置され、光ディスク装置が記録再生時に用いるシステム制御情報が格納されるととも
に、ディスク媒体上に各種データがどのように配置されているかを示す情報なども格納さ
れる。
【００５４】
　このシステム領域２１は、更に、ユーザデータリードインエリア３３、記録制御情報エ
リア３２、テスト記録エリア３１に大別できる。
【００５５】
　ユーザデータリードインエリア３３は、データ領域に最も近い位置に配置される。ここ
には、記録系ディスク媒体を再生専用ドライブによって再生する際に必要となるシステム
制御情報が主として格納されている。
【００５６】
　記録制御情報エリア３２は、記録系ドライブ装置がユーザデータをユーザデータ領域２
２に記録する際に使用される記録制御関連の情報などを主に格納する領域である。すなわ
ち、ユーザデータ領域２２内において次回記録時に使用可能な領域のアドレス等の情報、
テスト記録エリアの使用状況などに関する情報が格納されている。データ領域が記録に使
用されるに従って、また、テスト記録エリアが使用されるに従って、この記録制御情報エ
リアに記録される情報はその都度更新される。つまり、この領域のデータはディスクの使
用が進むにつれて、ある記録単位毎に情報が記録されていくことになる。
【００５７】
　テスト記録エリア３１は、ドライブ装置によりディスク媒体に記録を行う際の最適な記
録条件を見出すためのテスト記録領域である。データ領域への記録に先立って、この領域
で記録条件の調整を行う。具体的には、記録時のパワー、記録時の波形などを所望の手順
によって変更させながら記録をおこない、その再生特性から最適な条件を決定する。
【００５８】
　ユーザデータ領域２２は、図４に示されるように、一塊の領域として形成する場合とは
別に、ユーザデータ領域２２を複数の記録領域に分けて追加記録可能とするマルチセッシ
ョン形式や、マルチボーダ形式というフォーマットが光ディスク媒体の論理フォーマット
の規格として設定されている。例えば、マルチボーダ形式の場合は、図５に示すように、
ユーザデータ領域２２をボーダ付き領域と呼ばれる複数の領域に区切る。このボーダ付き
領域はそれぞれボーダ領域３４によって区切られている。この形式は、ファイナライズ処
理をおこなわずに以後の追加記録を許容しつつ、再生専用ドライブ装置でのデータ再生を
可能とすることに対応したものである。ここでファイナライズ処理とは、リードアウト領
域を形成してそれ以降再生専用として使用するようにする処理である。
【００５９】
　追加記録を行う毎、或いは書き込み動作が一定時間経過する毎に、記録制御情報エリア
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３２に記録制御情報が記録される。そのため、頻繁に追加記録するような場合、ディスク
内周側に設定されたこの記録制御情報エリア３２だけでは領域が不足し、記録制御情報の
記録ができなくなる。記録制御情報エリア３２に記録制御情報が記録できなければ、ユー
ザデータをデータ領域２２に記録することが出来なくなる。これに対応するために、図６
に示されるように、ユーザデータ領域２２内に、新たに記録制御情報を記録する領域であ
る拡張記録制御情報エリア３２－３を設ける。
【００６０】
　マルチボーダ形式の場合であれば、ボーダ領域３４に拡張記録制御情報エリアを設ける
こともできる。また、当初の記録制御情報エリア３２を拡げる形での拡張をおこなっても
よい。この拡張記録制御情報エリアとしては、複数個の記録制御情報を記録するのに十分
な記録容量が確保されることが好ましい。
【００６１】
　また、拡張のタイミングとしては、現在使用している記録制御情報エリアの記録残容量
が所定値を下回ったときとするのが好ましい。即ち、現在使用している記録制御情報エリ
アに記録可能な記録制御情報の数がある規定値よりも少なくなった時点で、拡張動作を実
施するほうが良い。この拡張動作を行う際に、そのとき使用している記録制御情報エリア
の未記録領域を埋めるある種のダミーデータとして所定のデータを記録し、その後はその
領域に追加記録できないようにしてしまう方法を採用することもできる。こうしておけば
、記録制御情報エリア３２の拡張動作が行われた後、使用できる拡張記録制御情報エリア
は、必ず１カ所に決まるため、ドライブ動作がスムーズになるという利点がある。所定の
データとしては、例えば、００ｈやＦＦｈのような特定パタンのデータ、あるいは、最新
の記録制御情報データ等を用いる。なお、記録制御情報エリア３２の拡張後に、更に記録
制御情報エリアの記録領域が不足した場合は、再度拡張して新たな拡張記録制御情報エリ
アを設けても良い。
【００６２】
　記録制御情報は、ドライブ装置１がユーザデータをユーザデータ領域２２に記録する際
に必要となる記録制御関連の情報などを中心に、ユーザデータ領域２２内の次回記録時に
使用可能な領域のアドレス等の情報、テスト記録エリア３１の使用状況などに関する情報
である。例えば、記録制御情報のうちの拡張記録制御情報エリアに関する情報については
、図７に示される構成を採用することができる。すなわち、記録制御情報のあるフィール
ドを割り当て、拡張記録制御情報エリアに関する情報を記載する方法が採用できる。拡張
記録制御情報エリアに関する情報は、（１）現在使用している記録制御情報エリアの番号
、（２）番号１からｎまでの拡張された記録制御情報エリアの物理セクタの開始アドレス
、（３）番号１からｎまでの拡張された記録制御情報エリアの物理セクタのサイズ、を各
々２から４バイトを使って記録する。この場合、現在使用している記録制御情報エリアの
番号から、そのエリアを特定でき、拡張記録制御情報エリアのアドレス情報が得られる。
同様に、拡張された記録制御情報エリアの番号を指定すれば、そのエリアを特定でき、拡
張記録制御情報エリアのアドレス情報が得られるので、サーチが容易となる。
【００６３】
　光ディスク媒体２への追加記録を行う場合、光ディスク媒体２から最新の記録制御情報
を効率よく再生することが重要である。つまり、光ディスク媒体２への追加記録動作開始
にあたっては、追加記録動作開始時点でどれくらいの記録可能な空きユーザデータ領域が
あるのか、を把握しておくことが求められ、この動作が遅れると記録動作そのものが遅延
する。
【００６４】
　即ち、拡張記録制御情報エリア３２－３が設定された場合、分散して格納される記録制
御情報の中から最新の記録制御情報を効率よくサーチすることが求められる。また、効率
よくサーチするのに適した記録制御情報の記録方法が提供されなければならない。
【００６５】
　そのためには、まず、記録制御情報エリアを拡張されているのか、拡張記録制御情報エ
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リアがどこにあるのかを容易に見つけ出すことができる仕組みが必要である。記録制御情
報エリアを拡張していく場合、拡張記録制御情報エリア３２－３を新たに設定する毎に、
新たに設定した拡張記録制御情報エリアに関する情報を別に記録しておくと、その情報を
参照するだけで拡張記録制御情報エリアの配置を把握できる。即ち、新たに設定した拡張
記録制御情報エリアのアドレス等の位置情報や設定履歴情報等を含む記録制御情報を複製
記録制御情報として、光ディスク媒体２の固定された領域に記録する。
【００６６】
　複製記録制御情報が記録される複製記録制御情報エリアは、予めその存在場所が確定し
ていなければならないため、光ディスク媒体２の内周側の記録制御情報エリア３２の一部
に設定されることが好ましい。例えば、図６に示されるように、記録制御情報エリア３２
の一部を、複製記録制御情報を記録する複製記録制御情報エリア３２－２として使用する
。本実施の形態では、記録制御情報エリア３２の内周側に複製記録制御情報エリア３２－
２を形成し、本来の記録制御情報が格納される記録制御情報エリアを基本記録制御情報エ
リア３２－１、ユーザデータ領域２２あるいはボーダ領域３４に拡張される記録制御情報
エリアを拡張記録制御情報エリア３２－３として説明する。
【００６７】
　この複製記録制御情報エリア３２－２には、記録制御情報エリアの拡張を行うたびにそ
の時点の最新の記録制御情報が複製記録制御情報として追加記録される。そのため、ここ
に記録された最新の複製記録制御情報を参照すると、ユーザデータ領域２２、あるいはボ
ーダ領域３４に設定された拡張記録制御情報エリア３２－３の配置を把握できる。即ち、
この複製記録制御情報エリア３２－２をアクセスし、記録された最新の複製記録制御情報
を取得すれば、記録制御情報エリア３２の拡張情報が得られ、効率よく、最新の記録制御
情報にアクセスが可能である。
【００６８】
　また、拡張記録制御情報エリア３２－３を形成する以前であっても、この複製記録制御
情報エリア３２－２に複製記録制御情報を記録しておくこともできる。つまり、最初に記
録制御情報が記録された時点でその複製をこの複製記録制御情報エリア３２－２に記録す
る。これによって、記録制御情報エリア３２が拡張される前であっても、この複製記録制
御情報エリア３２－２にアクセスするだけで、最新の記録制御情報エリアが確認できる。
【００６９】
　ドライブ装置は、まず、最新の記録制御情報が形成されているエリアを確認するために
、記録制御情報エリアの複製記録制御情報を再生する。記録制御情報エリア拡張動作が行
われていない場合には、ここには複製記録制御情報が記録されないので、ドライブ装置は
何も記録されていないという情報を得る。また、この方法に代わり、拡張記録制御情報エ
リアを形成する以前であっても、記録制御情報の複製を一つ目の複製記録制御情報として
このエリアに記録しておく方法を用いても良い。
【００７０】
　また、最新の記録制御情報を効率よくサーチし、そこから必要な情報を再生するための
方法は、拡張記録制御情報エリア３２－３に格納された記録制御情報をサーチする際、最
新の拡張記録制御情報エリア３２－３にいきなりアクセスするのではなく、最新の拡張記
録制御情報エリア３２－３の一つ前の拡張時に形成した拡張記録制御情報エリア３２－３
’にアクセスすることである。これは、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３は、拡張
動作が実行されただけで、そこにはまだ最新の記録制御情報が記録されていないケースが
あるからである。まず、一つ前の拡張時に形成した拡張記録制御情報エリア３２－３’を
サーチし、そこが既にすべて記録されていた場合にのみ、最新の拡張記録制御情報エリア
３２－３に移動すれば良い。なお、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３がその光ディ
スク媒体２において初めて拡張された拡張記録制御情報エリア３２－３の場合は、一つ前
の拡張記録制御情報エリアは、基本記録制御情報エリア３２－１となる。
【００７１】
　また、一つ前の拡張時に形成した拡張記録制御情報エリア３２－３’あるいは拡張する
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前に使用していた基本記録制御情報エリア３２－１をサーチする場合においては、このエ
リアの先頭部分からサーチするのではなく、エリアの最後尾からサーチする。これは、通
常、記録制御情報の追加記録はエリアの先頭部である光ディスク媒体２の内周側からおこ
なうので、最新の記録制御情報はエリアの後尾である外周側にあるため、また、既に最新
の拡張記録制御情報エリア３２－３を形成するための拡張動作が行われた後であるためで
ある。拡張動作が行われたことは、この拡張記録制御情報エリアはほとんど記録されてい
るので、最新の記録制御情報はこの領域の後尾である外周側に記録されていることを示し
ているからである。以上の点から、エリアの後尾である外周側からサーチするほうが最新
の記録制御情報を素早くサーチできる。
【００７２】
　更に、高速のサーチ動作に効果的な手法としては、ドライブ装置１に最新の記録制御情
報の記憶するためのメモリを搭載しておくことがある。予め、複製記録制御情報エリア３
２－２に記録された最新の記録制御情報をドライブ装置１に搭載するメモリに記憶させて
おく。最新の拡張記録制御情報エリアをアクセスした際に、そこに記録制御情報がない場
合は、複製記録制御情報エリア３２－２をアクセスし直して読み出す、あるいはそれまで
使用していた記録制御情報エリアをアクセスし直して読み出すのではなく、メモリに記憶
された最新の記録制御情報を使用する方法である。前述のように、ディスク内周側に設け
られた複製記録制御情報エリア３２－２には、拡張記録制御情報エリア３２－３を新たに
設定する毎に、その時点で最新の記録制御情報を含む複製記録制御情報を記録する方法を
採用する。
【００７３】
　ドライブ装置１は、ディスク内周の複製記録制御情報エリア３２－２から複製記録制御
情報を再生して、拡張記録制御情報エリア３２－３の情報を獲得し、そのデータに基づい
て、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３の一つ前の拡張時に形成した拡張記録制御情
報エリア３２－３’にアクセスする。その拡張記録制御情報エリア３２－３’（または基
本記録制御情報エリア３２－１）が記録制御情報やダミーデータ等の所定データによりす
べて記録されていた場合には、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３にアクセスを移動
させる。
【００７４】
　拡張動作のみしか行われておらず、まだ、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３に記
録されていない場合、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３が拡張される前に使用され
ていた記録制御情報エリア３２（拡張記録制御情報エリア３２－３’または、基本記録制
御情報エリア３２－１）に最後に記録された記録制御情報が最新の記録制御情報となる。
したがって、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３が拡張される前に使用されていた記
録制御情報エリア３２（拡張記録制御情報エリア３２－３’または、基本記録制御情報エ
リア３２－１）にアクセスを戻し、そこから記録制御情報を獲得しなければならず、アク
セスに時間を要する。
【００７５】
　これに代えて、複製記録制御情報エリア３２－２に記録された最新の記録制御情報をド
ライブ装置１に搭載したバッファメモリ２１２に記憶させておき、最新の拡張記録制御情
報エリア３２－３に記録制御情報が記録されていないケースでは、このバッファメモリ２
１２の内容を最新の記録制御情報とする。これは、複製記録制御情報エリア３２－２に記
録された記録制御情報は、拡張記録制御情報エリア３２－３を拡張したときの記録制御情
報であり、それ以後の記録制御情報の記録がないため、最後（最新）の記録制御情報とな
る。したがって、光ディスク媒体２の拡張記録制御情報エリア３２－３が拡張される前に
使用されていた記録制御情報エリア３２（拡張記録制御情報エリア３２－３’または、基
本記録制御情報エリア３２－１）にアクセスせずに、バッファメモリ２１２から最新の記
録制御情報を取得することができ、アクセス時間を短縮することができる。
【００７６】
　ただし、この方法は、拡張動作時点に、その時点で使っている拡張記録制御情報エリア
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３２－３’にダミーデータ等の所定のデータを記録する場合に有効となる。即ち、最新の
拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報が記録されていないケースにおいて、複
製記録制御情報エリア３２－２に記載された最新の記録制御情報が最新の情報となる。よ
って、このケースでは、ドライブ装置１は、ディスク内周側の複製記録制御情報エリア３
２－２の情報を再生して、拡張記録制御情報エリア３２－３の情報を獲得し、そのデータ
に基づいて最新の拡張記録制御情報エリア３２－３にアクセスすればよい。最新の拡張記
録制御情報エリア３２－３の一つ前の拡張時に形成した拡張記録制御情報エリア３２－３
’にアクセスする必要はない。ドライブ装置１のバッファメモリ２１２には、あらかじめ
複製記録制御情報エリア３２－２に記録された最新の記録制御情報を格納しておき、最新
の拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報がない場合は、このバッファメモリ２
１２に記憶させた内容を最新の記録制御情報とする。
【００７７】
　また、拡張動作時点に、その時点で使っている拡張記録制御情報エリア３２－３’にダ
ミーデータ等の所定のデータを記録しない方法による記録が行われる場合、バッファメモ
リ２１２に格納される情報は、上記と異なるタイミングで格納される。これは、この場合
には最新の拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報が記録されていない場合であ
っても複製記録制御情報エリアに記載された最新の記録制御情報が最新の情報とはなって
いない場合があるためである。
【００７８】
　つまり、今まで使っていた拡張記録制御情報エリア３２－３’に記録制御情報を記録す
るための空きがあると、拡張動作後であっても、そこが容量いっぱいになるまで記録制御
情報を追加記録するため、最新の記録制御情報は、拡張動作前の拡張記録制御情報エリア
３２－３’の後尾端に記録されていることになる。よって、この記録方法では、ドライブ
装置１のバッファメモリ２１２に、拡張記録制御情報エリア３２－３’の最後尾に記録さ
れた記録制御情報を格納しておく。最新の拡張記録制御情報エリアに情報がない場合は、
このバッファメモリ２１２に記憶させた内容を最新の記録制御情報とする。
【００７９】
　以上、最新の記録制御情報を効率よくサーチし、必要な情報を再生するための方法を示
したが、次にその方法を用いたドライブ装置１の動作について説明する。
【００８０】
　第１の動作を図８、図９を参照して説明する。まず、光ディスク媒体２の各領域の記録
状態を図９により説明する。図９（１）に示されるように、光ディスク媒体２のデータ領
域２２にユーザデータが記録されるに伴い、基本記録制御情報エリア３２－１に記録制御
情報３６が記録されていく。最後に記録される記録制御情報が最新の記録制御情報３７と
なる。
【００８１】
　基本記録制御情報エリア３２－１に残された記録できる容量が少なくなると、記録制御
情報エリア３２が拡張される。図９（２）に示されるように、データ領域２２の一部に拡
張記録制御情報エリア３２－３が設定される。そのときの記録制御情報は、最新の記録制
御情報３７として基本記録制御情報エリア３２－１に記録されるとともに、拡張記録制御
情報エリア３２－３の位置情報と最新の記録制御情報３７を含む複製記録制御情報３７’
が複製記録制御情報エリア３２－２に記録される。また、基本記録制御情報エリア３２－
１に残留する未記録領域３８には、所定のデータが記録される。
【００８２】
　さらにユーザデータを記録していくと、図９（３）に示されるように、拡張記録制御情
報エリア３２－３に記録制御情報が順次記録されていく。この時点での最新の記録制御情
報３７は、拡張記録制御情報エリア３２－３に最後に記録された記録制御情報である。
【００８３】
　拡張記録制御情報エリア３２－３に残された記録できる容量が少なくなると、さらに次
の拡張記録制御情報エリアがデータ領域２２に確保され、記録制御情報エリア３２が拡張
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される。記録制御情報エリア３２が拡張される毎に、複製記録制御情報エリア３２－２に
新たな複製記録制御情報が追加記録される。拡張記録制御情報エリア３２－３に残留する
未記録領域は、所定のデータで記録され、拡張記録制御情報エリア３２－３は全て記録済
みの領域となる。このようにして記録制御情報エリア３２は、その記録できる容量が少な
くなると次々と拡張され、記録制御情報が記録される。
【００８４】
　このように記録される光ディスク媒体２から記録制御情報を再生するドライブ装置１の
動作を、図８に示されるフローチャートを参照して説明する。図９はドライブ装置１のア
クセス動作を光ディスク媒体２の各領域と対比させて模式的に示したものである。図９に
記載される符号ａから符号ｄはアクセス順序を示している。
【００８５】
　光ディスク媒体２がドライブ装置１に搭載されると、ドライブ装置１の光ヘッド２１１
は、まず複製記録制御情報エリア３２－２をアクセスする（ステップＳ１１、図９矢印ａ
）。
【００８６】
　ドライブ装置１は、複製記録制御情報エリア３２－２に複製記録制御情報が記録されて
いるか否か判定する（ステップＳ１２、図９矢印ｂ）。複製記録制御情報が記録されてい
なければ（ステップＳ１２－Ｎｏ、図９（１））、記録制御情報エリア３２の拡張はおこ
なわれていないので、基本記録制御情報エリア３２－１がアクセスされる（図９（１）矢
印ｃ）。ドライブ装置１は基本記録制御情報エリア３２－１に記録されている記録制御情
報３６を再生し、最後に記録された最新記録制御情報３７を取得する（ステップＳ１７、
図９（１）矢印ｄ）。
【００８７】
　複製記録制御情報エリア３２－２に複製記録制御情報が記録されているときは、記録制
御情報エリア３２の拡張はおこなわれている（ステップＳ１２－Ｙｅｓ、図９（２）／（
３））。したがって、再生した複製記録制御情報エリア３２－２に最後に記録された複製
記録制御情報３７’をバッファメモリ２１２に格納する。ドライブ装置１は、複製記録制
御情報３７’から最新の拡張記録制御情報エリア３２－３の位置情報を取得する（ステッ
プＳ１３）。
【００８８】
　次に、ドライブ装置１は、取得した位置情報（アドレス）に基づいて最新の拡張記録制
御情報エリア３２－３をアクセスする（ステップＳ１４、図９（２）（３）矢印ｃ）。ド
ライブ装置１は、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報が記録されてい
るか否かを判定する（ステップＳ１５）。
【００８９】
　最新の拡張記録制御情報エリア３２－３の先頭部に記録制御情報が記録されていない場
合は、記録制御情報エリア３２の拡張は行われたが、拡張された拡張記録制御情報エリア
３２－３は、まだ記録に供されていない状態である（ステップＳ１５－Ｎｏ、図９（２）
）。この場合、最新の記録制御情報は、拡張前に使用していたエリアに格納されている最
終記録制御情報３７であり、その記録制御情報３７は複製記録制御情報エリア３２－２に
記録されている複製記録制御情報３７’に含まれている。よって、ドライブ装置１はバッ
ファメモリ２１２に格納した複製記録制御情報３７’のうち記録制御情報を最新の記録制
御情報とする（ステップＳ１８、図９（２））。
【００９０】
　最新の拡張記録制御情報エリア３２－３の先頭部に記録制御情報がある場合は（ステッ
プＳ１５－Ｙｅｓ、図９（３））、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３の先頭から順
にアクセスし、最後端にある最新の記録制御情報３７を取得する（ステップＳ１６、図９
（３）矢印ｄ）。
【００９１】
　このようにしてドライブ装置１は、最新の記録制御情報を取得することが出来る。なお
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、図９では、１回目の拡張によって拡張記録制御情報エリアを設けた場合を示しているが
、再拡張した場合も同じようにアクセス動作をおこなえば良い。
【００９２】
　第２の動作を図１０、図１１を参照して説明する。まず、光ディスク媒体２の各領域の
記録状態を図１１により説明する。図１１（１）に示されるように、光ディスク媒体２に
記録が開始されるとき、記録制御情報が基本記録制御情報エリア３２－１に記録されると
共に、複製記録制御情報エリア３２－２に複製記録制御情報４０が記録される。複製記録
制御情報４０は、記録制御情報エリア３２の情報として基本記録制御情報エリア３２－１
の位置情報などを備えている。その後、光ディスク媒体２のデータ領域２２にユーザデー
タが記録されるに伴い、基本記録制御情報エリア３２－１に記録制御情報３６が記録され
ていく。最後に記録される記録制御情報が最新の記録制御情報３７となる。
【００９３】
　基本記録制御情報エリア３２－１に残された記録できる容量が少なくなると、記録制御
情報エリア３２は拡張される。図１１（２）に示されるように、データ領域２２の一部に
拡張記録制御情報エリア３２－３が設定される。そのときの記録制御情報が最新の記録制
御情報３７として基本記録制御情報エリア３２－１に記録されるとともに、拡張記録制御
情報エリア３２－３の位置情報と最新の記録制御情報３７を含む複製記録制御情報３７’
が複製記録制御情報エリア３２－２に記録される。また、基本記録制御情報エリア３２－
１に残留する未記録領域３８には、所定のデータが記録される。
【００９４】
　さらにユーザデータを記録していくと、図１１（３）に示されるように、拡張記録制御
情報エリア３２－３に記録制御情報が順次記録されていく。最新の記録制御情報３７は、
拡張記録制御情報エリア３２－３に最後に記録された記録制御情報である。
【００９５】
　拡張記録制御情報エリア３２－３に残された記録できる容量が少なくなると、さらに次
の拡張記録制御情報エリアがデータ領域２２に確保され、記録制御情報エリア３２が拡張
される。記録制御情報エリア３２が拡張される毎に、複製記録制御情報エリア３２－２に
新たな複製記録制御情報が追加記録される。拡張記録制御情報エリア３２－３に残留する
未記録領域は、所定のデータで記録され、拡張記録制御情報エリア３２－３は全て記録済
みの領域となる。このようにして記録制御情報エリア３２は、その記録できる容量が少な
くなると次々と拡張され、記録制御情報が記録される。
【００９６】
　このように記録される光ディスク媒体２から記録制御情報を再生するドライブ装置１の
動作を、図１０に示されるフローチャートを参照して説明する。図１１はドライブ装置１
のアクセス動作を光ディスク媒体２の各領域と対比させて模式的に示したものである。図
１１に記載される符号ａから符号ｄはアクセス順序を示している。
【００９７】
　光ディスク媒体２がドライブ装置１に搭載されると、ドライブ装置１の光ヘッド２１１
は、まず複製記録制御情報エリア３２－２をアクセスする（ステップＳ２１、図１１矢印
ａ）。ドライブ装置１は、複製記録制御情報エリア３２－２に最後に記録された複製記録
制御情報をサーチし、最新の複製記録制御情報を取得する（図１１矢印ｂ）。ドライブ装
置１は、取得した最新の複製記録制御情報４０（図１１（２）（３）の場合：複製記録制
御情報３７’）をバッファメモリ２１２に格納する（ステップＳ２３）。
【００９８】
　ドライブ装置１は、最新の複製記録制御情報４０（または３７’）から最新の記録制御
情報エリア３２の位置情報を取得し、アクセスする（ステップＳ２４、図１１矢印ｃ）。
図１１（１）の場合、最新の複製記録制御情報４０は、最新の記録制御情報エリア３２の
位置情報として基本記録制御情報エリア３２－１の位置情報（アドレス）を有している。
そのため、ドライブ装置１は、基本記録制御情報エリア３２－１をアクセスする。図１１
（２）または（３）の場合、最新の複製記録制御情報３７’は、最新の記録制御情報エリ
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ア３２の位置情報として拡張記録制御情報エリア３２－３の位置情報（アドレス）を有し
ている。そのため、ドライブ装置１は拡張記録制御情報エリア３２－３をアクセスする（
ステップＳ２４、図１１矢印ｃ）。
【００９９】
　ドライブ装置１は、アクセスされた最新の記録制御情報エリアの先頭部に記録制御情報
が、記録されているか否か判定する（ステップＳ２５）。図１１（１）に示されるように
、拡張前の基本記録制御情報エリア３２－１である場合には、記録制御情報３６または最
新の記録制御情報３７が記録されている。この場合と、図１１（３）に示されるように、
拡張記録制御情報エリア３２－３に既にいくつかの記録制御情報が記録されている場合は
、最新の記録制御情報エリアの先頭部に記録制御情報が記録されているため（ステップＳ
２５－Ｙｅｓ）、ドライブ装置１はその記録制御情報エリアから最新の記録制御情報を検
索し、取得する（ステップＳ２６、図１１（１）（３）矢印ｄ）。
【０１００】
　図１１（２）に示されるように、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情
報が記録されていない場合は、エリア拡張が行われ、それまで使用していたエリアは所定
のデータを記録したものの、新しいエリアが制御情報記録に供されていない場合である（
ステップＳ２５－Ｎｏ）。
【０１０１】
　この場合、バッファメモリ２１２に格納してある複製記録制御情報から記録制御情報を
取り出し、最新の記録制御情報３７とする（ステップＳ２８）。これは、拡張記録制御情
報エリア３２－３が設定されたとき、記録制御情報３７が基本記録制御情報エリア３２－
１あるいは拡張記録制御情報エリア３２－３’に記録される。それとともに、複製記録制
御情報エリア３２－２に複製記録制御情報３７’として記録されるため、複製記録制御情
報３７’が最新の記録制御情報３７を含み、その情報がバッファメモリ２１２に格納され
ているためである。
【０１０２】
　このようにしてドライブ装置１は、最新の記録制御情報を取得することが出来る。なお
、図１１では、１回目の拡張によって拡張記録制御情報エリアを設けた場合を示している
が、再拡張した場合も同じようにアクセス動作をおこなえば良い。
【０１０３】
　第３の動作を図１２、図１３を参照して説明する。まず、光ディスク媒体２の各領域の
記録状態を図１３により説明する。図１３（１）に示されるように、光ディスク媒体２の
データ領域２２にユーザデータが記録されるに伴い、基本記録制御情報エリア３２－１に
記録制御情報３６が記録されていく。最後に記録される記録制御情報が最新の記録制御情
報３７となる。
【０１０４】
　基本記録制御情報エリア３２－１に残された記録できる容量が少なくなると、記録制御
情報エリア３２が拡張される。図１３（２）に示されるように、データ領域２２の一部に
拡張記録制御情報エリア３２－３が設定される。そのときの記録制御情報が最新の記録制
御情報３７として基本記録制御情報エリア３２－１に記録される。それとともに、最新拡
張記録制御情報エリア３２－３と拡張前に使用されていた記録制御情報エリアの位置情報
と、最新の記録制御情報３７とを含む複製記録制御情報３７’が複製記録制御情報エリア
３２－２に記録される。
【０１０５】
　図１３（３）に示されるように、基本記録制御情報エリア３２－１の未記録領域が無く
なるまで、基本記録制御情報エリア３２－１が使用されてユーザデータが記録される。最
新の記録制御情報３７は、基本記録制御情報エリア３２－１に記録されていく。新しい記
録制御情報が生成されるため、複製記録制御情報エリア３２－２に記録された複製記録制
御情報は、古い記録制御情報となる。
【０１０６】
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　基本記録制御情報エリア３２－１を使い切った後、さらにユーザデータが記録されると
、図１３（４）に示されるように、拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報が順
次記録されていく。最新の記録制御情報３７は、拡張記録制御情報エリア３２－３に最後
に記録された記録制御情報である。
【０１０７】
　拡張記録制御情報エリア３２－３に残された記録できる容量が少なくなると、さらに次
の拡張記録制御情報エリアがデータ領域２２に確保され、記録制御情報エリア３２が拡張
される。記録制御情報エリア３２が拡張される毎に、複製記録制御情報エリア３２－２に
新たな複製記録制御情報が追加記録される。拡張記録制御情報エリア３２－３に未記録領
域がある間は、記録制御情報はその拡張記録制御情報エリア３２－３に記録され、ドライ
ブ装置１は拡張記録制御情報エリア３２－３を全て使い切ると、新しく設定した拡張記録
制御情報エリアに記録制御情報を記録する。このようにして記録制御情報エリア３２は、
その記録できる容量が少なくなると次々と拡張され、記録制御情報が記録される。
【０１０８】
　このように記録される光ディスク媒体２から記録制御情報を再生するドライブ装置１の
動作を、図１２に示されるフローチャートを参照して説明する。図１３はドライブ装置１
のアクセス動作を光ディスク媒体２の各領域と対比させて模式的に示したものである。図
１３に記載される符号ａから符号ｅはアクセス順序を示している。
【０１０９】
　光ディスク媒体２がドライブ装置１に搭載されると、ドライブ装置１の光ヘッド２１１
は、まず複製記録制御情報エリア３２－２をアクセスする（ステップＳ３１、図１３矢印
ａ）。ドライブ装置１は、複製記録制御情報エリア３２－２に複製記録制御情報が記録さ
れているか否か判定する（ステップＳ３２）。
【０１１０】
　複製記録制御情報が記録されていなければ（ステップＳ３２－Ｎｏ、図１３（１））、
記録制御情報エリア３２の拡張はおこなわれていないので、ドライブ装置１は、基本記録
制御情報エリア３２－１をアクセスする（図１３（１）矢印ｃ）。ドライブ装置１は基本
記録制御情報エリア３２－１に記録されている記録制御情報３６を再生し、最後に記録さ
れた最新記録制御情報３７を取得する（ステップＳ４６、図１３（１）矢印ｄ）。
【０１１１】
　複製記録制御情報エリア３２－２に複製記録制御情報が記録されているときは、記録制
御情報エリア３２の拡張はおこなわれている（ステップＳ３２－Ｙｅｓ、図１３（２）～
（４））。したがって、ドライブ装置１は、複製記録制御情報エリア３２－２に最後に記
録された複製記録制御情報３７’を検索し（図１３矢印ｂ）、バッファメモリ２１２に格
納する。また、ドライブ装置１は、複製記録制御情報３７’から最新の拡張記録制御情報
エリア３２－３と拡張前に使用されていた記録制御情報エリア３２－１の位置情報を取得
し、バッファメモリ２１２に格納する（ステップＳ３３）。
【０１１２】
　次に、ドライブ装置１は、取得した拡張前に使用されていた記録制御情報エリア３２－
１の位置情報（アドレス）に基づいて拡張前に使用されていた記録制御情報エリア３２－
１をアクセスする（ステップＳ３６、図１３（２）～（４）矢印ｃ）。ドライブ装置１は
、拡張前に使用されていた記録制御情報エリア３２－１の最後尾に空き（未記録領域）が
あるか否かを判定する（ステップＳ３７）。
【０１１３】
　拡張前に使用されていた記録制御情報エリア３２－１の最後尾に未記録領域が残ってい
る場合（ステップＳ３７－Ｙｅｓ）、このエリアに最新の記録制御情報３７が存在する。
ドライブ装置１は、エリアの最後尾から検索して（図１３矢印ｄ）、最初にアクセスでき
る記録制御情報を最新の記録制御情報３７として取得する（ステップＳ３８、図１３（２
））。エリアの最後尾から検索するのは、早くアクセスするためである。通常、記録は先
頭部からおこなうため、最新データは後尾端に存在する。拡張をおこなう時点では、この
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エリアに記録できる残容量が少なくなっているので、最新データはより後尾側に記録され
ている。よって、最後尾からサーチした方が最新データに早くアクセスできることになる
。
【０１１４】
　拡張前に使用されていた記録制御情報エリア３２－１の最後尾まで記録制御情報が記録
され、未記録領域が残っていない場合（ステップＳ３７－Ｎｏ）、ドライブ装置１は、最
後尾に記録されている記録制御情報をバッファメモリ２１２に格納する。最新の拡張記録
制御情報エリアの位置情報をバッファメモリ２１２から取り出して、最新の拡張記録制御
情報エリア３２－３をアクセスする（ステップＳ３９、図１３（３）（４）矢印ｄ）。ド
ライブ装置１は、最新の拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報が記録されてい
るか否かを判定する（ステップＳ４１）。
【０１１５】
　先頭部にデータが記録されていない場合（ステップＳ４１－Ｎｏ）、最新の記録制御情
報３７は、拡張前に使用していた記録制御情報エリア３２－１の最後尾に記録されている
（図１３（３））。拡張前に使用していた記録制御情報エリア３２－１の最後尾に記録さ
れている記録制御情報は、バッファメモリ２１２に格納されているため、ドライブ装置１
は、バッファメモリ２１２に格納されているデータを最新の記録制御情報として取得する
（ステップＳ４４）。
【０１１６】
　最新の拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報が記録されている場合（ステッ
プＳ４１－Ｙｅｓ）、この最新の拡張記録制御情報エリア３２－３の先頭部以降に最新の
記録制御情報が記録されている（図１３（４））。ドライブ装置１は、先頭部から後尾方
向にサーチし、後尾端に記録されている記録制御情報３７を最新の記録制御情報とする（
ステップＳ３８－２、図１３（４）矢印ｅ）。
【０１１７】
　このようにしてドライブ装置１は、最新の記録制御情報を取得することが出来る。なお
、図１３では、１回目の拡張によって拡張記録制御情報エリアを設けた場合を示している
が、再拡張した場合も同じようにアクセス動作をおこなえば良い。
【０１１８】
　第４の動作を図１４、図１５を参照して説明する。まず、光ディスク媒体２の各領域の
記録状態を図１５により説明する。図１５（１）に示されるように、光ディスク媒体２に
記録が開始されるとき、記録制御情報が基本記録制御情報エリア３２－１に記録されると
共に、複製記録制御情報エリア３２－２に複製記録制御情報４０が記録される。複製記録
制御情報４０は、記録制御情報エリア３２の情報として、最新の拡張記録制御情報エリア
のアドレスと拡張前に使用されていた記録制御情報エリアのアドレス等を備えるが、初期
値であるため、特殊な情報となる。即ち、基本記録制御情報エリア３２－１のアドレスが
最新の拡張記録制御情報エリアと拡張前に使用されていた記録制御情報エリアのアドレス
として登録される。ここでは、このように情報を設定したが、他の設定でもよく、その場
合、以下に説明する動作のなかで情報元などを変更することで対応できる。
【０１１９】
　その後、光ディスク媒体２のデータ領域２２にユーザデータが記録されるに伴い、基本
記録制御情報エリア３２－１に記録制御情報３６が記録されていく。最後に記録される記
録制御情報が最新の記録制御情報３７となる。
【０１２０】
　基本記録制御情報エリア３２－１に残された記録できる容量が少なくなると、記録制御
情報エリア３２が拡張される。図１５（２）に示されるように、データ領域２２の一部に
拡張記録制御情報エリア３２－３が設定される。そのときの記録制御情報が最新の記録制
御情報３７として基本記録制御情報エリア３２－１に記録されるとともに、拡張記録制御
情報エリア３２－３の位置情報と最新の記録制御情報３７を含む複製記録制御情報３７’
が複製記録制御情報エリア３２－２に記録される。
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【０１２１】
　図１５（３）に示されるように、基本記録制御情報エリア３２－１の未記録領域が無く
なるまで、ドライブ装置１は、基本記録制御情報エリア３２－１を使用してデータ領域２
２にユーザデータを記録していく。最新の記録制御情報３７は、基本記録制御情報エリア
３２－１に記録されていく。新しい記録制御情報が生成されるため、複製記録制御情報エ
リア３２－２に記録された複製記録制御情報は、古い記録制御情報となる。
【０１２２】
　基本記録制御情報エリア３２－１を使い切った後、さらにユーザデータが記録されると
、図１５（４）に示されるように、拡張記録制御情報エリア３２－３に記録制御情報が順
次記録されていく。最新の記録制御情報３７は、拡張記録制御情報エリア３２－３に最後
に記録された記録制御情報である。
【０１２３】
　拡張記録制御情報エリア３２－３に残された記録できる容量が少なくなると、さらに次
の拡張記録制御情報エリアがデータ領域２２に確保され、記録制御情報エリア３２が拡張
される。記録制御情報エリア３２が拡張される毎に、複製記録制御情報エリア３２－２に
新たな複製記録制御情報が追加記録される。拡張記録制御情報エリア３２－３に未記録領
域がある間は、記録制御情報はその拡張記録制御情報エリア３２－３に記録され、拡張記
録制御情報エリア３２－３を全て使い切ると、ドライブ装置１は、新しく設定した拡張記
録制御情報エリアに記録制御情報を記録する。このようにして記録制御情報エリア３２は
、その記録できる容量が少なくなると次々と拡張され、記録制御情報が記録される。
【０１２４】
　このように記録される光ディスク媒体２から記録制御情報を再生するドライブ装置１の
動作を、図１４に示されるフローチャートを参照して説明する。図１５はドライブ装置１
のアクセス動作を光ディスク媒体２の各領域と対比させて模式的に示したものである。図
１５に記載される符号ａから符号ｅはアクセス順序を示している。
【０１２５】
　光ディスク媒体２がドライブ装置１に搭載されると、ドライブ装置１の光ヘッド２１１
は、まず複製記録制御情報エリア３２－２をアクセスする（ステップＳ５１、図１５矢印
ａ）。ドライブ装置１は、複製記録制御情報エリア３２－２に最後に記録された複製記録
制御情報をサーチし、最新の複製記録制御情報を取得する（図１５矢印ｂ）。ドライブ装
置１は、取得した最新の複製記録制御情報（図１５（１）の場合：複製記録制御情報４０
、図１５（２）～（４）の場合：複製記録制御情報３７’）をバッファメモリ２１２に格
納する（ステップＳ５２）。
【０１２６】
　ドライブ装置１は、最新の複製記録制御情報４０（または３７’）から最新の記録制御
情報エリア３２の位置情報を取得し、そのエリアが基本記録制御情報エリア３２－１を示
しているか、拡張記録制御情報エリア３２－３を示しているか判定する（ステップＳ５３
）。
【０１２７】
　拡張記録制御情報エリア３２－３ではなく、基本記録制御情報エリア３２－１を示して
いる場合（ステップＳ５３－Ｎｏ）、基本記録制御情報エリア３２－１に最新の記録制御
情報３７が格納されている。この場合は、最新の複製記録制御情報として複製記録制御情
報４０を再生した場合である。ドライブ装置１は、基本記録制御情報エリア３２－１をサ
ーチして、最新の記録制御情報を取得する（ステップＳ６８、図１５（１）矢印ｄ）。
【０１２８】
　最新の記録制御情報エリア３２が拡張記録制御情報エリア３２－３を示している場合（
ステップＳ５３－Ｙｅｓ）、ドライブ装置１は、複製記録制御情報エリア３２－２から再
生した複製記録制御情報に含まれる最新の拡張記録制御情報エリアのアドレスと拡張前に
使用されていた記録制御情報エリアのアドレスを取り出し、バッファメモリ２１２に格納
する。ドライブ装置１は、拡張される前に使用していた記録制御情報エリアのアドレスに
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基づいて基本記録制御情報エリア３２－１をアクセスする。このとき、拡張される前に使
用していた記録制御情報エリアは、その最後尾から情報がサーチされる（ステップＳ５６
、図１５（２）～（４）矢印ｃ、ｄ）。通常、記録は先頭部からおこなうため、最新デー
タは後尾に存在する。拡張をおこなう時点では、このエリアに記録できる残容量が少なく
なっているので、最新データはより後尾側に記録されているはずである。よって、最後尾
からサーチした方が最新データに早くアクセスできる。ドライブ装置１は、記録制御情報
エリア３２－１の最後尾に記録制御情報が記録されているか、未記録状態で空きになって
いるかを判定する（ステップＳ５８、図１５（２）～（４）矢印ｃ）。
【０１２９】
　拡張される前に使用していた記録制御情報エリア３２－１の最後尾が空きで、記録制御
情報が記録されていない場合（ステップＳ５８－Ｙｅｓ、図１５（２））、ドライブ装置
１は、エリア３２－１の最後尾から記録制御情報をサーチし、最初に得られる記録制御情
報、即ち最後に記録された記録制御情報を最新の記録制御情報３７として取得する（ステ
ップＳ５９、図１５（２）矢印ｄ）。
【０１３０】
　拡張される前に使用していた記録制御情報エリア３２－１の最後尾に記録制御情報が記
録されている場合（ステップＳ５８－Ｎｏ、図１５（３）（４））、ドライブ装置１は、
その最後尾の記録制御情報をバッファメモリ２１２に格納する。バッファメモリ２１２に
記憶されている最新の拡張記録制御情報エリアのアドレスに基づいて、ドライブ装置１は
、最新の拡張記録制御情報エリアである拡張記録制御情報エリア３２－３をアクセスする
（ステップＳ６１）。ドライブ装置１は、拡張記録制御情報エリア３２－３の先頭部分に
記録制御情報が記録されているか否かを判定する（ステップＳ６３、図１５（３）（４）
矢印ｄ）。
【０１３１】
　拡張記録制御情報エリア３２－３の先頭部分に記録制御情報が記録されていない場合（
ステップＳ６３－Ｎｏ、図１５（３））、ドライブ装置１は、バッファメモリ２１２に格
納された記録制御情報を最新の記録制御情報とする（ステップＳ６６）。
【０１３２】
　拡張記録制御情報エリア３２－３の先頭部分に記録制御情報が記録されている場合（ス
テップＳ６３－Ｙｅｓ、図１５（４））、このエリアの先頭部以降に最新の記録制御情報
が記録されている。そのため、ドライブ装置１は、先頭部からサーチし、このエリアの最
後に記録されている記録制御情報を最新の記録制御情報３７とする（ステップＳ６４、図
１５（４）矢印ｅ）。
【０１３３】
　このようにしてドライブ装置１は、最新の記録制御情報を取得することが出来る。なお
、図１５では、１回目の拡張によって拡張記録制御情報エリアを設けた場合を示している
が、再拡張した場合も同じようにアクセス動作をおこなえば良い。
【０１３４】
　本実施の形態では、複製記録制御情報は、記録制御情報に拡張記録制御情報エリアの位
置情報を追加したものとして説明したが、記録制御情報に拡張記録制御情報エリアの位置
情報が含まれるものとしてもよく、その場合も上述と同様の動作となることは明かである
。
【０１３５】
　以上、示したように、本発明に係る情報記録再生方法によれば、記録制御情報記載エリ
アが拡張された場合であっても、少ないアクセス手順で所望の最新の記録制御情報にアク
セスでき、装置動作が高速化できるという優れた効果がもたらされる。
【０１３６】
　本発明においては、最新の拡張記録制御情報エリアではなく、拡張前に使用していた記
録制御情報エリアに一旦アクセスし、更には、そのエリアの後尾からサーチする方法を採
ることにより、少ない手順で素早く最新の記録制御情報を読み出すことが可能となる。



(25) JP 4131254 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

【０１３７】
　また、本発明では、ドライブ装置にバッファメモリを搭載し、予め複製記録制御情報エ
リアに記録された記録制御情報をバッファメモリに格納しておく、あるいは、拡張前に使
用していた記録制御情報エリアの最後尾に記録された情報をバッファメモリに格納してお
く方法を採用している。これにより、最新の拡張記録制御情報エリアにアクセスした際に
記録制御情報がない場合、このバッファメモリに格納された情報を使うことにより、再サ
ーチが不要となり、少ない手順で素早く最新の記録制御情報が得られる。
【０１３８】
　更には、本発明では、複製記録制御情報エリアの使用方法として、拡張記録制御情報エ
リアの確保前であっても、この複製記録制御情報エリアに当初の記録制御情報エリアに記
録された記録制御情報の複製情報を記録する方法も示している。これにより、当初から、
複製記録制御情報エリアにアクセスするのみで、確実にエリア拡張の有無を把握でき、装
置動作の確度をより高めることが可能となる。
【０１３９】
　上記実施の形態においては、１回目に拡張された記録制御情報エリアへのサーチを中心
に動作を述べたが、２回目以降に拡張された記録制御情報エリアへのサーチについても、
同様の動作手順を用いることができる。また、拡張された記録制御情報エリアが、マルチ
ボーダ形式のボーダ領域などに形成される場合であっても、同様の動作手順を採用できる
。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明の情報記録再生システムの構成を示す図である。
【図２】本発明に係る光ディスク装置の構成を示す図である。
【図３】本発明に係る光ディスク媒体の構成を示す図である。
【図４】本発明に係る光ディスク媒体の領域の構成を示す図である。
【図５】本発明に係る光ディスク媒体の領域の他の構成を示す図である。
【図６】本発明に係る光ディスク媒体の領域の構成を示す図である。
【図７】本発明に係る記録制御情報のうちの拡張記録制御情報エリアに関する情報の記載
を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態の第１の動作に係るフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態の第１の動作に係る光ディスク媒体の領域を示す模式図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態の第２の動作に係るフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態の第２の動作に係る光ディスク媒体の領域を示す模式図で
ある。
【図１２】本発明の実施の形態の第３の動作に係るフローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態の第３の動作に係る光ディスク媒体の領域を示す模式図で
ある。
【図１４】本発明の実施の形態の第４の動作に係るフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態の第４の動作に係る光ディスク媒体の領域を示す模式図で
ある。
【符号の説明】
【０１４１】
１　光ディスク装置
２　光ディスク媒体
３　ホスト装置
２１　システム領域
２２　ユーザデータ領域
２３　リードアウト領域
３１　テスト記録エリア
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３２　記録制御情報エリア
３２－１　基本記録制御情報エリア
３２－２　複製記録制御情報エリア
３２－３　拡張記録制御情報エリア
３３　ユーザデータリードインエリア
３４　ボーダ領域
３６　記録制御情報
３７　最新の記録制御情報
３７’、４０　複製記録制御情報
２０１　スピンドルモータ
２０２　回転制御回路
２０３　サーボ制御回路
２０４　記録再生回路
２０５　アドレス検出回路
２０６　記録データ処理回路
２０７　同期信号生成回路
２０８　再生データ処理回路
２０９　コントローラ
２１０　インターフェイス
２１１　光ヘッド
２１２　バッファメモリ
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