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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
記録データを記録するためのデータエリアと、
前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の基礎となるディフェ
クト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリアと
を備えており、
前記ディフェクト管理情報は、所定の大きさを超えると、一の分割ディフェクト管理情報
が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管
理情報に分割されて記録されることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
前記一時的ディフェクト管理エリアは、所定の大きさを有する複数の分割管理領域に分割
されており、且つ該複数の分割管理領域のうち少なくとも一つには、前記複数の分割ディ
フェクト管理情報のうち少なくとも一つが記録され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】
前記複数の分割ディフェクト管理情報の夫々は、前記ディフェクトが存在する場所のアド
レスである退避元アドレス、並びに前記場所に記録すべき又は記録された記録データであ
る退避データの記録場所のアドレスである退避先アドレスを夫々含んでなる複数のディフ
ェクトリストエントリを含んでな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。
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【請求項４】
前記複数のディフェクトリストエントリの夫々は、該ディフェクトリストエントリが有す
る前記退避元アドレスの値に応じてソートされた状態で、前記複数の分割ディフェクト管
理情報のうち少なくとも一つに含まれていることを特徴とする請求項３に記載の情報記録
媒体。
【請求項５】
前記複数の分割ディフェクト管理情報の夫々の関係を示すポインタ情報が更に記録されて
いることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の情報記録媒体。
【請求項６】
前記ポインタ情報は、前記複数の分割ディフェクト管理情報のうち少なくとも一つのアド
レス値を、前記少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報中に含まれる前記退避元アド
レスに応じてソートした状態で含んでいることを特徴とする請求項５に記載の情報記録媒
体。
【請求項７】
前記一時的ディフェクト管理エリアには、更に当該情報記録媒体の基本的構造を示す設定
情報が記録されており、
前記ポインタ情報は前記設定情報中に記録されていることを特徴とする請求項５又は６に
記載の情報記録媒体。
【請求項８】
前記ポインタ情報は、前記ディフェクト管理情報が有するヘッダ情報中に記録されている
ことを特徴とする請求項５から７のいずれか一項に記載の情報記録媒体。
【請求項９】
前記複数の分割ディフェクト管理情報は、前記データエリアにおける一の部分に対応する
一のディフェクト管理情報と前記データエリアにおける前記一の部分を除く他の部分に対
応する一のディフェクト管理情報とに分割されることを特徴とする請求項１から８のいず
れか一項に記載の情報記録媒体。
【請求項１０】
（i）記録データを記録するためのデータエリアと、(ii)前記データエリアにおけるディ
フェクトに対するディフェクト管理の基礎となるディフェクト管理情報を一時的に記録す
るための一時的ディフェクト管理エリアとを備えた情報記録媒体に、前記記録データを記
録するための記録装置であって、
前記記録データを記録する第１記録手段と、
前記ディフェクト管理情報を記録する第２記録手段と、
所定の大きさを超える前記ディフェクト管理情報が、前記第２記録手段により記録される
か否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により前記所定の大きさを超える前記ディフェクト管理情報が記録されると
判定された場合に、一の分割ディフェクト管理情報が他の分割ディフェクト管理情報から
独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管理情報に分割して、前記ディフェクト
管理情報を記録するように前記第２記録手段を制御する第１制御手段と
を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項１１】
前記ディフェクト管理情報は、前記ディフェクトが存在する場所のアドレスである退避元
アドレス、並びに前記場所に記録すべき又は記録された記録データである退避データの記
録場所のアドレスである退避先アドレスを含んでなるディフェクトリストエントリを複数
含んでなり、
当該記録装置は更に、
前記複数のディフェクトリストエントリのうち前記ディフェクト管理情報における中心に
位置するディフェクトリストエントリの前記退避元アドレスである中心アドレスを取得す
る取得手段を備え、
前記第１制御手段は、前記複数の分割ディフェクト管理情報として、前記中心アドレスよ
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り大きな前記退避元アドレスを有するディフェクトリストエントリのグループである第１
グループと前記中心アドレスより小さな前記退避元アドレスを有するディフェクトリスト
エントリのグループである第２グループとの２つに分割して、前記ディフェクト管理情報
を記録するように前記第２記録手段を制御することを特徴とする請求項１０に記載の記録
装置。
【請求項１２】
前記分割されたディフェクト管理情報に新たなディフェクトリストエントリを追記して更
新する際に、該新たなディフェクトリストエントリの前記退避元アドレスが前記中心アド
レスより大きい場合には前記第１グループに前記新たなディフェクトリストエントリを追
加して記録し、前記新たなディフェクトリストエントリの前記退避元アドレスが前記中心
アドレスより小さい場合には前記第２グループに前記新たなディフェクトリストエントリ
を追加して記録するように前記第２記録手段を制御する第２制御手段を更に備えることを
特徴とする請求項１１に記載の記録装置。
【請求項１３】
前記分割されたディフェクト管理情報の夫々の関係を示すポインタ情報を記録する第３記
録手段を更に備えていることを特徴とする請求項１０から１２のいずれか一項に記載の記
録装置。
【請求項１４】
（i）記録データを記録するためのデータエリアと、(ii)前記データエリアにおけるディ
フェクトに対するディフェクト管理の基礎となるディフェクト管理情報を一時的に記録す
るための一時的ディフェクト管理エリアとを備えた情報記録媒体に、前記記録データを記
録するための記録方法であって、
前記記録データを記録する第１記録工程と、
前記ディフェクト管理情報を記録する第２記録工程と、
所定の大きさを超える前記ディフェクト管理情報が、前記第２記録工程において記録され
るか否かを判定する判定工程と、
前記判定工程において前記所定の大きさを超える前記ディフェクト管理情報が記録される
と判定された場合に、一の分割ディフェクト管理情報が他の分割ディフェクト管理情報か
ら独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管理情報に分割されて、前記ディフェ
クト管理情報が記録されるように制御する第１制御工程と
を備えることを特徴とする記録方法。
【請求項１５】
請求項１から９のいずれか一項に記載の情報記録媒体に記録された前記記録データを再生
するための再生装置であって、
前記複数の分割ディフェクト管理情報のうち少なくとも一つを読み取る第１読取手段と、
前記読み取られた少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報に基づいて、前記データエ
リアに記録された記録データを再生する再生手段と
を備えており、
前記再生手段は、前記少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報を再構成して前記記録
データを再生することを特徴とする再生装置。
【請求項１６】
前記ポインタ情報を読み取る第２読取手段を更に備えており、
前記再生手段は、前記ポインタ情報に基づいて、前記少なくとも一つの分割ディフェクト
管理情報を再構成することを特徴とする請求項１５に記載の再生装置。
【請求項１７】
請求項１から９のいずれか一項に記載の情報記録媒体に記録された前記記録データを再生
するための再生方法であって、
前記一時的ディフェクト管理エリアに記録された前記複数の分割ディフェクト管理情報の
うち少なくとも一つを読み取る第１読取工程と、
前記読み取られた少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報に基づいて、前記データエ
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リアに記録された記録データを再生する再生工程と
を備えており、
前記再生工程においては、前記少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報を再構成して
前記記録データを再生することを特徴とする再生方法。
【請求項１８】
請求項１０から１３のいずれか一項に記載の記録装置に備えられたコンピュータを制御す
る記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第１記録手段
、前記第２記録手段、前記判定手段及び前記制御手段のうち少なくとも一部として機能さ
せることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１９】
請求項１５又は１６に記載の再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用の
コンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第１読取手段及び前記再生手
段のうち少なくとも一部として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２０】
記録データを記録するためのデータエリアと、
前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の基礎となるディフェ
クト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリアと
を備えており、
前記ディフェクト管理情報は、所定の大きさを超えると、一の分割ディフェクト管理情報
が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管
理情報に分割されて記録されることを特徴とするデータ構造。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録媒体、情報記録媒体に記録データを記録する記録装置及び記録方法、
情報記録媒体に記録された記録データを再生する再生装置及び再生方法、記録又は再生制
御用のコンピュータプログラム、並びに記録又は再生制御用の制御信号を含むデータ構造
の技術分野に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光ディスク、磁気ディスク、光磁気ディスク等の高密度記録媒体における記録データの記
録及び読取の信頼性を向上させるための技術として、ディフェクト管理がある。即ち、記
録媒体上に存在する傷もしくは塵埃、又は記録媒体の劣化等（これらを総じて「ディフェ
クト」と呼ぶ。）が存在するときには、そのディフェクトが存在する場所に記録すべきデ
ータ又は記録されたデータを、記録媒体上の他の領域（これを「スペアエリア」と呼ぶ。
）に記録する。このように、ディフェクトにより記録不全又は読取不全となるおそれがあ
る記録データをスペアエリアに退避させることにより、記録データの記録及び読取の信頼
性を向上させることができる（特許文献１参照）。
【０００３】
一般に、ディフェクト管理を行うために、ディフェクトリストを作成する。ディフェクト
リストには、記録媒体上に存在するディフェクトの位置を示すアドレス情報と、ディフェ
クトが存在する場所に記録すべきであったデータ又は記録されていたデータを退避させた
スペアエリアの場所（例えばスペアエリア内の記録位置）を示すアドレス情報とが記録さ
れる。
【０００４】
一般に、ディフェクトリストの作成は、記録媒体をイニシャライズやファイルシステムデ
ータを記録するための初期論理フォーマット時などに行われる。また、ディフェクトリス
トの作成は、記録データを当該記録媒体に記録するときにも行われる。記録データの記録
・書換が数度行われるときには、記録データの記録・書換が行われ、かつディフェクト領
域が検出される度に、或いはスペアエリアへの記録データの退避が行われる度にディフェ
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クトリストの作成又は更新が行われる。また、ディフェクトリストの作成は、記録データ
を当該記録媒体から再生するときに行ってもよい。例えば、記録データの再生時に、所定
単位（例えばセクタ単位やクラスタ単位）の記録データに対して所定数以上のデータがエ
ラー訂正処理された場合、かかる所定単位の記録データは将来エラー訂正不能なディフェ
クトになると判断され、退避の対象になる。上述の如く、スペアエリアへの記録データの
退避が行われる度にディフェクトリストの作成又は更新が行われる。
【０００５】
記録データを記録媒体に記録するときには、ディフェクトリストを参照する。これにより
、ディフェクトの存在する場所を避けながら記録データを記録媒体に記録することができ
る。一方、記録媒体に記録された記録データを再生するときにも、ディフェクトリストを
参照する。これにより、通常の記録領域に記録された記録データと、ディフェクトの存在
によりスペアエリアに記録されている記録データとをディフェクトリストに基づいて確実
に読み取ることができる。
【０００６】
ディフェクトリストは、データの記録装置自身がディフェクトリストを管理する場合、一
般に、そのディフェクトリストの作成又は更新の対象となった記録媒体の特定の領域に記
録される。そして、そのディフェクトリストは、次回、当該記録媒体に記録された記録デ
ータを再生するとき、又は当該記録媒体に記録データを書き換え又は追記するときに、当
該記録媒体から読み取られ、読取装置による読取作業時又は再生装置による再生作業時に
参照される。
【０００７】
【特許文献１】
特開平１１－１８５３９０号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ディフェクトリストを記録装置が管理する場合は、ディフェクトリストは記録
媒体の特定の領域に記録される。例えばブルーレーザを用いた書換可能（リライタブル）
な光ディスクでは、ディフェクトリストは、ディスク上のリードインエリア又はリードア
ウトエリアに確保された所定の領域（以下、これらを夫々「ディフェクト管理エリア」と
呼ぶ。）内に記録される。そして、本来ディフェクトの存在する場所に記録されるべき記
録データも、記録媒体の特定の領域に記録される。
【０００９】
上述したように、ディフェクトリストは、記録データの記録・書換が行われ、且つその場
所にディフェクト領域が発見されたり、スペアエリアへの記録データの退避が行われる度
に更新される。そして、ディフェクトリストは、記録データの記録・書換により更新され
た後、適切なタイミングで、当該記録・書換の対象となっている記録媒体のディフェクト
管理エリアに上書き、または追記される。加えて、本来ディフェクトの存在する場所に記
録されるべき記録データも、記録媒体の特定の領域に上書或いは追記される。
【００１０】
ところで、このようにディフェクトリストを書き換えることによってディフェクトリスト
の更新記録を実現することができるのは、記録媒体が書換可能な場合に限られる。記録媒
体がいわゆる追記型の情報記録媒体、例えばライトワンス型光ディスクである場合には、
例えば、ディフェクトリストが更新された後、適切なタイミングで、その更新されたディ
フェクトリストは、情報記録媒体の未記録の新たな領域に追記される。
【００１１】
ここで、ディフェクトリストを記録するための新たな領域は、その規格上、所定の大きさ
を有するクラスタ単位で管理されている。そして、ディフェクトリストは、該クラスタ単
位で記録・追記される。このとき、ディフェクトリストのサイズが一つのクラスタ単位の
サイズよりも大きい場合、該ディフェクトリストは２以上のクラスタ単位を用いて、情報
記録媒体に記録される。この後、更にディフェクトが発生した場合には、該２以上のクラ
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スタ単位のサイズを有する新たなディフェクト管理情報が、再度２以上のクラスタ単位を
用いて追記されていくこととなる。
【００１２】
従って、追記の回数が増加すればするほど、ディフェクト管理情報の記録のために必要な
記録領域が増加してしまうという技術的な問題点を有している。これは、例えば記録デー
タを一度のみ記録可能な追記型の情報記録媒体においては、ディフェクト管理を行うこと
が可能な期間が短くなり、ひいてはディスクの寿命も短くなるという技術的な問題点を有
している。
【００１３】
本発明は上記に例示したような問題点に鑑みなされたものであり、例えば記録媒体の記録
容量を効率的に利用しつつ、ディフェクト管理を行うことを可能とする情報記録媒体、そ
の情報記録媒体に記録データを記録する記録装置及び記録方法、その情報記録媒体に記録
された記録データを再生する再生装置及び再生方法、該記録装置又は再生装置に用いられ
るコンピュータプログラム、並びに記録又は再生制御用の制御信号を含むデータ構造を提
供することを課題とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために請求項１に記載の情報記録媒体は、記録データを記録するため
のデータエリアと、前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の
基礎となるディフェクト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリ
アとを備えており、前記ディフェクト管理情報は、所定の大きさを超えると、一の分割デ
ィフェクト管理情報が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の
分割ディフェクト管理情報に分割されて記録される。
【００１５】
上記課題を解決するために請求項１０に記載の記録装置は、（i）記録データを記録する
ためのデータエリアと、(ii)前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェク
ト管理の基礎となるディフェクト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト
管理エリアとを備えた情報記録媒体に、前記記録データを記録するための記録装置であっ
て、前記記録データを記録する第１記録手段と、前記ディフェクト管理情報を記録する第
２記録手段と、所定の大きさを超える前記ディフェクト管理情報が、前記第２記録手段に
より記録されるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により前記所定の大きさを超
える前記ディフェクト管理情報が記録されると判定された場合に、一の分割ディフェクト
管理情報が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の分割ディフ
ェクト管理情報に分割して、前記ディフェクト管理情報を記録するように前記第２記録手
段を制御する第１制御手段とを備える。
【００１６】
上記課題を解決するために請求項１４に記載の記録方法は、（i）記録データを記録する
ためのデータエリアと、(ii)前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェク
ト管理の基礎となるディフェクト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト
管理エリアとを備えた情報記録媒体に、前記記録データを記録するための記録装置におけ
る記録方法であって、前記記録データを記録する第１記録工程と、前記ディフェクト管理
情報を記録する第２記録工程と、所定の大きさを超える前記ディフェクト管理情報が、前
記第２記録工程において記録されるか否かを判定する判定工程と、前記判定工程において
前記所定の大きさを超える前記ディフェクト管理情報が記録されると判定された場合に、
一の分割ディフェクト管理情報が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能で
ある複数の分割ディフェクト管理情報に分割して、前記ディフェクト管理情報が記録され
るように制御する第１制御工程とを備える。
【００１７】
上記課題を解決するために請求項１５に記載の再生装置は、請求項１から８のいずれか一
項に記載の情報記録媒体に記録された前記記録データを再生するための再生装置であって
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、前記複数の分割ディフェクト管理情報のうち少なくとも一つを読み取る第１読取手段と
、前記読み取られた少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報に基づいて、前記データ
エリアに記録された記録データを再生する再生手段とを備えており、前記再生手段は、前
記少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報を再構成して前記記録データを再生する。
【００１８】
上記課題を解決するために請求項１７に記載の再生方法は、請求項１から８のいずれか一
項に記載の情報記録媒体に記録された前記記録データを再生するための再生装置における
再生方法であって、前記一時的ディフェクト管理エリアに記録された前記複数の分割ディ
フェクト管理情報のうち少なくとも一つを読み取る第１読取工程と、前記読み取られた少
なくとも一つの分割ディフェクト管理情報に基づいて、前記データエリアに記録された記
録データを再生する再生工程とを備えており、前記再生工程においては、前記少なくとも
一つの分割ディフェクト管理情報を再構成して前記記録データを再生する。
【００１９】
上記課題を解決するために請求項１８に記載のコンピュータプログラムは、請求項１０か
ら１３のいずれか一項に記載の記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録制御用
のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第１記録手段、前記第２記
録手段、前記判定手段及び前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させる。
【００２０】
上記課題を解決するために請求項１９に記載のコンピュータプログラムは、請求項１５又
は１６に記載の再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータ
プログラムであって、該コンピュータを、前記第１読取手段及び前記再生手段のうち少な
くとも一部として機能させる。
【００２１】
上記課題を解決するために請求項２０に記載のデータ構造は、記録データを記録するため
のデータエリアと、前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の
基礎となるディフェクト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリ
アとを備えており、前記ディフェクト管理情報は、所定の大きさを超えると、一の分割デ
ィフェクト管理情報が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の
分割ディフェクト管理情報に分割されて記録される。
【００２２】
本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされよう。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００２４】
（情報記録媒体の実施形態）
本発明の情報記録媒体に係る実施形態は、記録データを記録するためのデータエリアと、
前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の基礎となるディフェ
クト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリアとを備えており、
前記ディフェクト管理情報は、所定の大きさを超えると、一の分割ディフェクト管理情報
が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管
理情報に分割されて記録される。
【００２５】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態によれば、主として再生又は実行の対象となるデー
タであり、例えば、画像データ、音声データ、文書データ、コンテンツデータ、コンピュ
ータプログラム等の一連のコンテンツを含んでなる記録データを、データエリアに記録す
ることが可能である。そして、例えば、本実施形態に係る情報記録媒体の属性・種類など
を示す情報、記録データのアドレス管理をするための情報、ドライブ装置の記録動作・読
取動作を制御するための情報を、例えば後述の制御情報記録エリアに記録することで、デ
ータエリアに記録された記録データの記録及び再生を適切に実行することが可能である。



(8) JP 4145749 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

尚、記録データと制御情報とはそれらの内容に応じて常に明確に区別できるものではない
。しかしながら、制御情報は主としてドライブ装置の動作制御に直接的に用いられる情報
であるのに対し、記録データはドライブ装置では主として単なる記録・読取の対象となる
だけのデータであり、主としてバックエンドないしホストコンピュータのデータ再生処理
ないしプログラム実行処理において用いられるデータである。
【００２６】
一時的ディフェクト管理エリアには、係るデータエリアのディフェクト管理情報が一時的
に記録される。ここに、本発明における「ディフェクト管理情報」とは、ディフェクト管
理に用いられる情報であって、データエリアにおけるディフェクトが存在する場所のアド
レスである退避元アドレス及び該ディフェクトが存在する場所に本来記録される又は記録
されていた記録データである退避データの記録場所のアドレスである退避先アドレスを含
んでなる。ディフェクト管理とは、本実施形態に係る情報記録媒体内又は上に傷、塵埃又
は劣化等のディフェクトが存在するときに、そのディフェクトが存在する場所を避けて記
録データを記録すると共に、退避データをスペアエリアに記録するといったものである。
また、情報記録媒体上に記録された記録データを再生するときに、ディフェクトの存在す
る位置を認識し、退避データをスペアエリアから読み取るといった処理もディフェクト管
理の一環として行われるものである。
【００２７】
そして例えば、一時的ディフェクト管理エリアは、本実施形態に係る情報記録媒体が例え
ばファイナライズされるまでの間、ディフェクト管理情報を記録するための領域である。
従って、例えばファイナライズされるまでは、当該情報記録媒体を再生する場合には、一
時的ディフェクト管理エリアよりディフェクト管理情報を読み取ることで、ディフェクト
管理を行う。尚、係る一時的ディフェクト管理エリアは、情報記録媒体上に一つ備えるよ
うにしてもよいし、２つ或いは３つ以上の複数の一時的ディフェクト管理エリアを備える
ように構成してもよい。
【００２８】
本実施形態では特に、ディフェクト管理情報は、該ディフェクト管理情報が分割された状
態にある複数の分割ディフェクト管理情報として記録されている。係るディフェクト管理
情報の分割は、該ディフェクト管理情報が所定の大きさを超える場合に行われる。そして
、例えば後述の記録装置の動作により、複数の分割ディフェクト管理情報として記録され
ているディフェクト管理情報を更新して記録（或いは、追記）する際には、該複数の分割
ディフェクト管理情報のうち少なくとも一つを更新して記録すれば足りる。即ち、複数の
分割ディフェクト管理情報のうち、一の分割ディフェクト管理情報を独立して更新すれば
、他の分割ディフェクト管理情報を更新しなくとも、最新のディフェクト管理情報を記録
できる。
【００２９】
これにより、ディフェクト管理情報全体を更新して記録する必要がなくなり、必要最小限
の更新をすれば、ディフェクト管理情報全体が更新されたのと同様の効果を得ることがで
きる。従って、ディフェクト管理情報全体を更新する態様と比較してディフェクト管理情
報の更新に必要な記録容量を低減することが可能となり、特に一時的ディフェクト管理エ
リアの記録容量を効率的に使用することが可能となる。
【００３０】
特に記録データを一度のみ記録可能な追記型の情報記録媒体においては、ディフェクト管
理情報を追記するための領域（即ち、一時的ディフェクト管理エリア）が限られているが
ゆえに、すこしでも効率的な記録態様が望まれる。従って、本実施形態に係る情報記録媒
体により、効率的にディフェクト管理情報を更新或いは記録できるため、係る追記型の情
報記録媒体において特に大きな利点を有することとなる。即ち、一時的ディフェクト管理
エリアを効率的に使用することで、ディフェクト管理を行うことが可能な期間が長くなり
、情報記録媒体としての寿命を伸ばすことが可能となる。
【００３１】
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以上の結果、本実施形態に係る情報記録媒体によれば、ディフェクト管理情報を、夫々独
立して更新可能な複数の分割ディフェクト管理情報に分割して記録することで、一時的デ
ィフェクト管理エリアを効率的に使用しながらディフェクト管理情報の更新をすることが
可能となる。
【００３２】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態の一の態様では、前記一時的ディフェクト管理エリ
アは、所定の大きさを有する複数の分割管理領域に分割されており、且つ該複数の分割管
理領域のうち少なくとも一つには、前記複数の分割ディフェクト管理情報のうち少なくと
も一つが記録される。
【００３３】
この態様によれば、分割管理領域に従って分割ディフェクト管理情報を記録することが可
能となる。即ち、分割管理領域の大きさという一つの基準に従って、適切に分割ディフェ
クト管理情報を記録、更新或いは追記することが可能となる。係る分割管理領域は、物理
的に分割されているだけでなく、論理的に分割された領域をも含んだ広い趣旨である。
【００３４】
そして、ディフェクト管理情報のサイズが、該複数の分割管理領域のサイズよりも大きけ
れば、該ディフェクト管理情報は分割ディフェクト管理情報として複数の分割管理領域に
記録されていることが好ましい。
【００３５】
尚、係る所定の大きさは、例えばＥＣＣクラスタの如く、本実施形態に係る情報記録媒体
の最小記録単位であることが好ましい。これにより、当該情報記録媒体の規格に従って、
適切にディフェクト管理情報を分割して記録することが可能となる。
【００３６】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態の他の態様では、前記複数の分割ディフェクト管理
情報の夫々は、前記ディフェクトが存在する場所のアドレスである退避元アドレス、並び
に前記場所に記録すべき又は記録された記録データである退避データの記録場所のアドレ
スである退避先アドレスを夫々含んでなる複数のディフェクトリストエントリを含んでな
る。
【００３７】
この態様によれば、複数のディフェクトリストエントリにより分割ディフェクト管理情報
（或いは、それらが再構成されることでディフェクト管理情報）が作成されることとなる
。そして、分割ディフェクト管理情報は、該ディフェクトリストエントリの単位で分割さ
れることが好ましい。これにより、ディフェクト管理情報の更新の際には、例えばディフ
ェクトリストエントリを少なくとも一つ追記すれば足りることとなる。即ち、ディフェク
ト管理情報の更新をより効率的に行うことが可能となる。
【００３８】
上述の如くディフェクトリストエントリを含んでなる情報記録媒体の態様では、前記複数
のディフェクトリストエントリの夫々は、該ディフェクトリストエントリが有する前記退
避元アドレスの値に応じてソートされた状態で、前記複数の分割ディフェクト管理情報の
うち少なくとも一つに含まれているように構成してもよい。
【００３９】
このように構成すれば、複数の分割ディフェクト管理情報としてディフェクト管理情報が
記録されていても、比較的容易に再構成した元のディフェクト管理情報を取得することが
可能となる。
【００４０】
尚、複数のディフェクトリストエントリは、ディフェクト管理情報全体としてもソートさ
れており、且つ当該ディフェクトリストエントリが含まれる分割ディフェクト管理情報中
においてもソートされていることが好ましい。
【００４１】
又、ソートされていなくとも、例えば後述の記録装置或いは再生装置がメモリ等を有して
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いれば、該メモリ上でディフェクトリストエントリの順序を管理すれば、本実施形態に係
る情報記録媒体と同様の効果を得ることが可能となる。
【００４２】
本発明の情報記録媒体に係る実施形態の他の態様では、前記複数の分割ディフェクト管理
情報の夫々の関係を示すポインタ情報が更に記録されている。
【００４３】
この態様によれば、ポインタ情報を参照することで、比較的容易に複数の分割ディフェク
ト管理情報を再構成して、元のディフェクト管理情報を取得することが可能となる。
【００４４】
尚、ポインタ情報は、後述の如く分割ディフェクト管理情報のアドレス値を示すものであ
ってもよいし、リスト形式で分割ディフェクト管理情報の関係を示すものであってもよい
。或いは、それ以外の情報であっても、分割ディフェクト管理情報を再構成し、元のディ
フェクト管理情報を取得できる情報であれば、本発明に係るポインタ情報に含まれるもの
である。
【００４５】
上述の如くポインタ情報が記録されている情報記録媒体の態様では、前記ポインタ情報は
、前記複数の分割ディフェクト管理情報のうち少なくとも一つのアドレス値を、前記少な
くとも一つの分割ディフェクト管理情報中に含まれる前記退避元アドレスに応じてソート
した状態で含んでいる。
【００４６】
このように構成すれば、ポインタ情報が示すアドレス値の順に分割ディフェクト管理情報
を並べることで、比較的容易に元のディフェクト管理情報を再構成することが可能となる
。
【００４７】
そして、該ポインタ情報は、例えば追記型の情報記録媒体であれば、最新のディフェクト
管理情報を構成する分割ディフェクト管理情報の関係を示す情報を含んでいれば足りる。
従って、更新前の旧分割ディフェクト管理情報の関係を示す情報は含んでいなくともよい
。但し、旧分割ディフェクト管理情報の関係を示す情報についても含んでいてもよい。
【００４８】
上述の如くポインタ情報が記録されている情報記録媒体の態様では、前記一時的ディフェ
クト管理エリアには、更に当該情報記録媒体の基本的構造を示す設定情報が記録されてお
り、前記ポインタ情報は前記設定情報中に記録されているように構成してもよい。
【００４９】
このように構成すれば、例えば後述の記録装置或いは再生装置の動作時において、設定情
報を参照する動作と共に、ポインタ情報をも参照することが可能となる。従って、新規の
再生或いは記録動作を追加することなく、ポインタ情報の参照或いは記録が可能となる。
【００５０】
上述の如くポインタ情報が記録されている情報記録媒体の態様では、前記ポインタ情報は
、前記ディフェクト管理情報が有するヘッダ情報中に記録されているように構成してもよ
い。
【００５１】
このように構成すれば、ヘッダ情報を参照することで、比較的容易にポインタ情報を取得
することが可能となる。
【００５２】
尚、ディフェクト管理情報全体として共通のヘッダ情報を有することに限定されず、分割
ディフェクト管理情報の夫々がヘッダ情報を有するように構成してもよい。そして、この
夫々の分割ディフェクト管理情報が有するヘッダ情報中にポインタ情報を有するように構
成してもよい。この場合、ポインタ情報は、次に位置する分割ディフェクト管理情報を示
す連鎖式のポインタであってもよい。
【００５３】
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本発明の情報記録媒体に係る実施形態は、前記複数の分割ディフェクト管理情報は、前記
データエリアにおける一の部分に対応する一のディフェクト管理情報と前記データエリア
における前記一の部分を除く他の部分に対応する一のディフェクト管理情報とに分割され
る。
【００５４】
この態様によれば、データエリア上におけるディフェクトの位置に対応付けて、ディフェ
クト管理情報を、複数の分割ディフェクト管理情報に適切に分割することが可能となる。
例えば本実施形態に係る情報記録媒体がディスク状の情報記録媒体であれば、データエリ
アにおける外周側に対する分割ディフェクト管理情報と内周側に対する分割ディフェクト
管理情報とに分割されてもよい。
【００５５】
（記録装置及び方法の実施形態）
本発明の記録装置に係る実施形態は、（i）記録データを記録するためのデータエリアと
、(ii)前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の基礎となるデ
ィフェクト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリアとを備えた
情報記録媒体に、前記記録データを記録するための記録装置であって、前記記録データを
記録する第１記録手段と、前記ディフェクト管理情報を記録する第２記録手段と、所定の
大きさを超える前記ディフェクト管理情報が、前記第２記録手段により記録されるか否か
を判定する判定手段と、前記判定手段により前記所定の大きさを超える前記ディフェクト
管理情報が記録されると判定された場合に、一の分割ディフェクト管理情報が他の分割デ
ィフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管理情報に分割
して、前記ディフェクト管理情報を記録するように前記第２記録手段を制御する第１制御
手段とを備える。
【００５６】
本発明の記録装置に係る実施形態によれば、例えば光ピックアップとそれを制御するため
のコントローラ等を含んでなる第１及び第２記録手段を用いて、上述した本発明の情報記
録媒体に係る実施形態に適切に記録データを記録することが可能となる。
【００５７】
具体的には、先ず第１記録手段が、情報記録媒体のデータエリア内に記録データを記録す
る。そして、ディフェクトが検出されることで、ディフェクト管理情報が更新された場合
等には、第２記録手段が、情報記録媒体内の一時的ディフェクト管理エリア内にディフェ
クト管理情報を記録する。
【００５８】
この第２記録手段による動作時において、本実施形態では、判定手段により該ディフェク
ト管理情報のサイズが所定の大きさよりも大きいか否かを判定する。本発明に係る「所定
の大きさ」は、例えば情報記録媒体の最小記録単位等（例えば、ＥＣＣクラスタの単位等
）であってもよいし、或いは予め定めたデータのサイズであってもよい。
【００５９】
そして、所定の大きさよりも大きいサイズのディフェクト管理情報を記録すると判定され
た場合には、第１制御手段により、一の分割ディフェクト管理情報が他の分割ディフェク
ト管理情報から独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管理情報に分割して記録
するように第２記録手段が制御される。即ち、上述した分割ディフェクト管理情報の単位
で記録するように第２記録手段が制御されることとなる。
【００６０】
又、該分割ディフェクト管理情報を更に更新して追記していく際においても、所定の単位
より大きいサイズであると判定された場合には、第１制御手段は、第２記録手段が該分割
ディフェクト管理情報を更に分割して記録するように制御することが好ましい。
【００６１】
以上の結果、本実施形態に係る記録装置によれば、上述した本実施形態に係る情報記録媒
体に適切に記録データを記録できると共に、当該情報記録媒体が有する各種利益を享受で
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きる。
【００６２】
尚、上述した本発明の情報記録媒体に係る実施形態における各種態様に対応して、本発明
の記録装置に係る実施形態も各種態様を採ることが可能である。
【００６３】
尚、ディフェクト管理情報を作成するディフェクト管理情報作成手段を有していてもよい
し、或いは情報記録媒体もしくはその他の通信路を介して該ディフェクト管理情報が取得
されるように構成してもよい。該作成又は取得されたディフェクト管理情報は、例えばＲ
ＡＭ等のメモリを含んでなる記憶手段に記憶するように構成してもよい。
【００６４】
又、情報記録媒体が光学式の記録媒体である場合には、データないし情報を情報記録媒体
に直接的に記録する手段として光ピックアップが好適であるが、情報記録媒体が磁気式、
光磁気式、誘電率の変化を利用したものなどの他の方式の場合には、その情報記録媒体の
方式に適したピックアップ、ヘッド又はプローブ等を用いればよい。
【００６５】
更に、第２記録手段は、ディフェクト管理情報を一時的ディフェクト管理エリア（或いは
、確定的ディフェクト管理エリア）に複数回反復して記録するように構成してもよい。こ
れにより、ディフェクト管理情報を情報記録媒体上に確実に保持することが可能となる。
【００６６】
本発明の記録装置に係る実施形態の一の態様では、前記ディフェクト管理情報は、前記デ
ィフェクトが存在する場所のアドレスである退避元アドレス、並びに前記場所に記録すべ
き又は記録された記録データである退避データの記録場所のアドレスである退避先アドレ
スを含んでなるディフェクトリストエントリを複数含んでなり、当該記録装置は更に、前
記複数のディフェクトリストエントリのうち、前記ディフェクト管理情報における中心に
位置するディフェクトリストエントリの前記退避元アドレスである中心アドレスを取得す
る取得手段を備え、前記第１制御手段は、前記複数の分割ディフェクト管理情報として、
前記中心アドレスより大きな前記退避元アドレスを有するディフェクトリストエントリの
グループである第１グループと前記中心アドレスより小さな前記退避元アドレスを有する
ディフェクトリストエントリのグループである第２グループとの２つに分割して前記ディ
フェクト管理情報を記録するように前記第２記録手段を制御する。
【００６７】
この態様によれば、ディフェクト管理情報をより適切に分割して（即ち、第１グループと
第２グループとに分割して）記録することが可能となる。即ち、中心アドレスを基準とし
て、２つの分割ディフェクト管理情報に分割するため、該２つの分割ディフェクト管理情
報に複数のディフェクトリストエントリを均一に分散して分割することが可能となる。
【００６８】
尚、本発明における「中心」とは、例えばｎ個のディフェクトリストエントリが含まれて
いるディフェクト管理情報においては、概ねｎ／２個目に位置するディフェクトリストエ
ントリの位置を示す趣旨である。即ち、その退避元アドレスの値によらずに、ディフェク
ト管理情報（或いは、分割ディフェクト管理情報）中における位置的に中心に存在するこ
とを示す趣旨である。
【００６９】
尚、分割した後の分割ディフェクト管理情報を更に分割する際には、該分割ディフェクト
管理情報中に含まれるディフェクトリストエントリのうち、該分割ディフェクト管理情報
中における中心に位置するディフェクトリストエントリの退避元アドレスを中心アドレス
として、２つの分割ディフェクト管理情報として更に分割することが好ましい。
【００７０】
又、２つに分割することに限られず、３つ以上の複数の分割ディフェクト管理情報に分割
するように構成してもよい。このときも、該３つ以上の分割ディフェクト管理情報には、
ディフェクトリストエントリが均一に分散した状態で含まれていることが好ましい。



(13) JP 4145749 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

【００７１】
本発明の記録装置に係る実施形態の他の態様では、前記分割されたディフェクト管理情報
に新たなディフェクトリストエントリを追記して更新する際に、該新たなディフェクトリ
ストエントリの前記退避元アドレスが前記中心アドレスより大きい場合には前記第１グル
ープに前記新たなディフェクトリストエントリを追加して記録し、前記新たなディフェク
トリストエントリの前記退避元アドレスが前記中心アドレスより小さい場合には前記第２
グループに前記新たなディフェクトリストエントリを追加して記録するように前記第２記
録手段を制御する第２制御手段を更に備える。
【００７２】
この態様によれば、分割ディフェクト管理情報を更新する際には、新たに追加するディフ
ェクトリストエントリの退避元アドレスの値に応じて、ディフェクト管理情報全体のうち
更新された部分を含む分割ディフェクト管理情報（即ち、上述の第１グループに係る分割
ディフェクト管理情報又は第２グループに係る分割ディフェクト管理情報）を選択して、
他の分割ディフェクト管理情報とは独立して記録（即ち、更新して追記する）ことが可能
となる。これにより、ディフェクト管理情報全体を更新して記録する必要がなくなり、必
要最小限の更新をすれば、ディフェクト管理情報全体が更新されたのと同様の効果を得る
ことができる。従って、ディフェクト管理情報全体を更新する態様と比較してディフェク
ト管理情報の更新に必要な記録容量を低減することが可能となり、特に一時的ディフェク
ト管理エリアの記録容量を効率的に使用することが可能となる。
【００７３】
本発明の記録装置に係る実施形態の他の態様では、前記分割されたディフェクト管理情報
の夫々の関係を示すポインタ情報を記録する第３記録手段を更に備えている。
【００７４】
この態様によれば、ポインタ情報を適切に記録することが可能となる。従って、例えば後
述の再生装置の動作により、該ポインタ情報を参照して、比較的容易に分割ディフェクト
管理情報を再構成することが可能となる。
【００７５】
尚、第３記録手段によりポインタ情報が記録されるのは、例えば新たにディフェクトが検
出される場合等のようにディフェクト管理情報が更新されるときが考えられる。
【００７６】
本発明の記録方法に係る実施形態は、（i）記録データを記録するためのデータエリアと
、(ii)前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の基礎となるデ
ィフェクト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリアとを備えた
情報記録媒体に、前記記録データを記録するための記録方法であって、前記記録データを
記録する第１記録工程と、前記ディフェクト管理情報を記録する第２記録工程と所定の大
きさを超える前記ディフェクト管理情報が、前記第２記録工程において記録されるか否か
を判定する判定工程と、前記判定工程において前記所定の大きさを超える前記ディフェク
ト管理情報が記録されると判定された場合に、一の分割ディフェクト管理情報が他の分割
ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の分割ディフェクト管理情報に分
割されて、前記ディフェクト管理情報が記録されるように制御する第１制御工程とを備え
る。
【００７７】
本発明の記録方法に係る実施形態によれば、上述した本発明の記録装置と同様に、本発明
の情報記録媒体に係る実施形態（但し、その各種態様を含む）に対して、適切に記録デー
タを記録することが可能となる。
【００７８】
尚、上述した本発明の記録装置（或いは、情報記録媒体）に係る実施形態の各種態様に対
応して、本発明の記録方法に係る実施形態も各種態様を採ることが可能である。
【００７９】
（再生装置及び方法の実施形態）
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本発明の再生装置に係る実施形態は、上述した本発明の情報記録媒体に係る実施形態（但
し、その各種態様を含む）に記録された前記記録データを再生するための再生装置であっ
て、前記複数の分割ディフェクト管理情報のうち少なくとも一つを読み取る第１読取手段
と、前記読み取られた少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報に基づいて、前記デー
タエリアに記録された記録データを再生する再生手段とを備えており、前記再生手段は、
前記少なくとも一つの分割ディフェクト管理情報を再構成して前記記録データを再生する
。
【００８０】
本発明の再生装置に係る実施形態によれば、例えば光ピックアップやそれを制御するため
のコントローラ等を含んでなる第１読取手段と、画像データをディスプレイに表示するこ
とが可能な画像信号に変換するデコーダ等を含んでなる再生手段とを用いて、上述した本
発明の情報記録媒体に係る実施形態に記録されている記録データを適切に再生することが
可能となる。
【００８１】
具体的には、先ず第１読取手段は、一時的ディフェクト管理エリアに記録されたディフェ
クト管理情報を読み取る。そして、当該ディフェクト管理情報を例えばメモリ等の記憶手
段に記憶させるように構成してもよい。記録時において、記録データは、情報記録媒体の
データエリアに存在するディフェクトを避けるようにして記録されている。すなわち、デ
ータエリアに存在するディフェクト部分はディフェクトの存在する場所に記録すべき（或
いは、記録された）記録データを退避するためのスペアエリアに退避されている。このた
め、このようにして記録された記録データを再生するためには、記録時においてデータエ
リアに存在していたディフェクトの位置を把握する必要がある。そこで、再生手段は、デ
ィフェクト管理情報に基づいて、データエリアに存在するディフェクトの位置を把握し、
かつ、ディフェクトを避けるようにして記録された記録データの記録場所を認識してデー
タエリアに記録された記録データ、或いはスペアエリアに記録された退避データを再生す
る。
【００８２】
本実施形態では特に、ディフェクト管理情報は複数の分割ディフェクト管理情報として記
録されており、再生手段はその動作時において、分割ディフェクト管理情報を再構成する
ことで、元のディフェクト管理情報（或いは、元のディフェクト管理情報が示すディフェ
クトに関する情報）を取得する。ここで、本発明における「少なくとも一つの分割ディフ
ェクト管理情報を再構成する」とは、必ずしも元のディフェクト管理情報を物理的に或い
は論理的に構成することに限らず、再生装置において、元のディフェクト管理情報（或い
は、再生に必要なディフェクトリストエントリ）を認識可能な態様で該少なくとも一つの
分割ディフェクト管理情報を利用する態様を含んだ広い趣旨である。そしてこの元のディ
フェクト管理情報に基づいて、ディフェクト管理を行いながら記録データの再生を行うこ
ととなる。
【００８３】
以上の結果、本発明の再生装置に係る実施形態によれば、上述した本発明の情報記録媒体
に係る実施形態を適切に再生することが可能となる。
【００８４】
尚、上述した本発明の情報記録媒体に係る実施形態の各種態様に対応して、本発明の再生
装置に係る実施形態も各種態様を採ることが可能である。
【００８５】
本発明の再生装置に係る実施形態の一の態様では、前記ポインタ情報を読み取る第２読取
手段を更に備えており、前記再生手段は、前記ポインタ情報に基づいて、前記少なくとも
一つの分割ディフェクト管理情報を再構成する。
【００８６】
この態様によれば、特に上述の如くポインタ情報を含んだ情報記録媒体の態様を再生する
際には、該ポインタ情報を参照することで比較的容易に少なくとも一つの（或いは、複数
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の）分割ディフェクト管理情報を読み取り、且つ再構成することが可能となる。
【００８７】
本発明の再生方法に係る実施形態は、上述した本発明の情報記録媒体に係る実施形態（但
し、その各種態様を含む）に記録された前記記録データを再生するための再生方法であっ
て、前記一時的ディフェクト管理エリアに記録された前記複数の分割ディフェクト管理情
報のうち少なくとも一つを読み取る第１読取工程と、前記読み取られた少なくとも一つの
分割ディフェクト管理情報に基づいて、前記データエリアに記録された記録データを再生
する再生工程とを備えており、前記再生工程においては、前記少なくとも一つの分割ディ
フェクト管理情報を再構成して前記記録データを再生する。
【００８８】
本発明の再生方法に係る実施形態によれば、上述した本発明の再生装置と同様に、本発明
の情報記録媒体に係る実施形態（但し、その各種態様を含む）を適切に再生することが可
能となる。
【００８９】
尚、上述した本発明の再生装置に係る実施形態の各種態様に対応して、本発明の再生方法
に係る実施形態も各種態様を採ることが可能である。
【００９０】
（コンピュータプログラムの実施形態）
本発明の記録制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の記録装置に係る実施
形態（但し、その各種態様を含む）に備えられた記録装置内のコンピュータを制御する記
録制御用のコンピュータプログラムであって、該記録装置内のコンピュータを、前記第１
記録手段、前記第２記録手段、前記判定手段及び前記制御手段のうち少なくとも一部とし
て機能させる。
【００９１】
本発明の記録制御用のコンピュータプログラムに係る実施形態によれば、当該コンピュー
タプログラムを格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の情
報記録媒体から、当該コンピュータプログラムを例えば記録装置のファームウェアとして
実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を解して記録装置にダ
ウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明の記録装置に係る実施形態を比較的
簡単に実現できる。
【００９２】
尚、上述した本発明の情報記録媒体に係る実施形態における各種態様に対応して、本発明
の記録制御用のコンピュータプログラムに係る実施形態も各種態様を採ることが可能であ
る。
【００９３】
本発明の再生制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の再生装置に係る実施
形態（但し、その各種態様を含む）に備えられた再生装置内のコンピュータを制御する再
生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第１読取手段及び
前記再生手段のうち少なくとも一部として機能させる。
【００９４】
本発明の再生制御用のコンピュータプログラムに係る実施形態によれば、当該コンピュー
タプログラムを格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の情
報記録媒体から、当該コンピュータプログラムを例えば再生装置内のコンピュータに読み
込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピ
ュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明の再生装置に係る実施形
態を比較的簡単に実現できる。
【００９５】
尚、上述した本発明の情報記録媒体に係る実施形態における各種態様に対応して、本発明
の再生制御用のコンピュータプログラムに係る実施形態も各種態様を採ることが可能であ
る。
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【００９６】
（制御信号を含むデータ構造に係る実施例）
本発明の制御信号を含むデータ構造に係る実施形態は、記録データを記録するためのデー
タエリアと、前記データエリアにおけるディフェクトに対するディフェクト管理の基礎と
なるディフェクト管理情報を一時的に記録するための一時的ディフェクト管理エリアとを
備えており、前記ディフェクト管理情報は、所定の大きさを超えると、一の分割ディフェ
クト管理情報が他の分割ディフェクト管理情報から独立して更新可能である複数の分割デ
ィフェクト管理情報に分割されて記録される。
【００９７】
本発明の制御信号を含むデータ構造に係る実施形態によれば、上述した本発明の情報記録
媒体に係る実施形態の場合と同様に、ディフェクト管理情報を分割して記録することで、
ディフェクト管理情報の追記に要する記録容量を削減し、情報記録媒体の効率的な利用が
可能となる。
【００９８】
尚、上述した本発明の情報記録媒体に係る実施形態における各種態様に対応して、本発明
の制御信号を含むデータ構造に係る実施形態も各種態様を採ることが可能である。
【００９９】
本実施形態におけるこのような作用、及び他の利得は次に説明する実施例から更に明らか
にされる。
【０１００】
以上説明したように、本発明の情報記録媒体に係る実施形態によれば、データエリアとス
ペアエリアと一時的ディフェクト管理エリアを備えており、一時的ディフェクト管理エリ
アには複数の分割ディフェクト管理情報が記録されている。従って、ディフェクト管理情
報の更新に要する記録容量を削減し、情報記録媒体の効率的な利用が可能となる。
【０１０１】
又、本発明の記録装置及び方法に係る実施形態によれば、第１記録手段、第２記録手段、
判定手段及び第１制御手段、又は第１記録工程、第２記録工程、判定工程及び第１制御工
程を備えている。従って、本発明に係る情報記録媒体に係る実施形態に適切に記録データ
を記録できる。又、本発明の再生装置及び方法に係る実施形態によれば、第１読取手段及
び再生手段を備えている。従って、本発明の情報記録媒体に係る実施形態より適切に記録
データを読取、且つ再生することが可能となる。
【０１０２】
【実施例】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。以下の実施例は、本発明の情報記録媒
体を追記型光ディスクに適用し、本発明の記録装置及び再生装置をこの追記型光ディスク
用の記録再生装置に適用した例である。
【０１０３】
（情報記録媒体の実施例）
まず、本発明の実施例の追記型光ディスクの記録構造並びにその光ディスクに記録された
情報及びデータについて説明する。図１は本発明の実施例である追記型光ディスクの記録
構造を示している。尚、図１中の左側が追記型光ディスク１００の内周側であり、図１中
の右側が光ディスク１００の外周側である。
【０１０４】
図１に示すように、追記型光ディスク１００の記録面上には、その最内周側にリードイン
エリア１０１が存在し、以下その外周に向けて、一時的ディフェクト管理エリア１０４、
スペアエリア１０９、ユーザデータエリア１０８、スペアエリア１１０、一時的ディフェ
クト管理エリア１０５、リードアウトエリア１０３が配置されている。
【０１０５】
リードインエリア１０１及びリードアウトエリア１０３には、夫々、光ディスク１００へ
の情報ないしデータの記録・読取を制御及び管理するための制御情報及び管理情報等が記



(17) JP 4145749 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

録される。リードインエリア１０１内には、確定的ディフェクト管理エリア１０６が設け
られている。リードアウトエリア１０３内にも、確定的ディフェクト管理エリア１０７が
設けられている。確定的ディフェクト管理エリア１０６及び１０７には、夫々、ディフェ
クト管理情報１２０（図２参照）が記録される。
【０１０６】
ユーザデータエリア１０８には、画像データ、音声データ、コンテンツデータなどといっ
た記録データが記録される。ユーザデータエリア１０８は記録データを記録するための主
たる領域である。スペアエリア１０９及び１１０は、ユーザデータエリア１０８内のディ
フェクトから記録データを退避させるための代替記録領域である。即ち、ユーザデータエ
リア１０８にディフェクトが存在するときに、そのディフェクトが存在する場所に記録す
べきであった記録データ又はその場所に記録されていた記録データ（以降、このような記
録データを適宜“退避データ”と称する）は、スペアエリア１０９又は１１０に代替的に
記録される。
【０１０７】
一時的ディフェクト管理エリア１０４及び１０５には、夫々、ディフェクト管理情報１２
０が一時的に記録される。尚、確定的ディフェクト管理エリア１０６及び１０７にもディ
フェクト管理情報１２０が記録されるが、確定的ディフェクト管理エリア１０６及び１０
７と一時的ディフェクト管理エリア１０４及び１０５との相違については、後述する。又
、本実施形態では、分割されたディフェクト管理情報１２０が該一時的ディフェクト管理
エリア１０４又は１０５に記録されることとなる。係る記録の態様についても後述する。
【０１０８】
次に、ディフェクト管理情報１２０について説明する。ディフェクト管理情報１２０は、
記録再生装置２００（図１２参照）により行われるディフェクト管理に用いられる情報で
ある。記録再生装置２００は、光ディスク１００に記録データを記録するとき、又は光デ
ィスク１００から記録データを再生するときにディフェクト管理を行う。本実施例におい
てディフェクト管理とは、主に、光ディスク１００のユーザデータエリア１０８上に傷、
塵埃又は劣化等のディフェクトが存在するときに、そのディフェクトが存在する場所を避
けて記録データを記録すると共に、退避データをスペアエリア１０９又は１１０に記録す
るといったものである。また、ユーザデータエリア１０８に記録された記録データを再生
するときに、ディフェクトの存在する位置を認識し、ディフェクトの存在する位置に本来
記録されるべきであった又は記録されていた記録データを、スペアエリア１０９又は１１
０から読み取るといった処理もディフェクト管理の一環として行われる。このようなディ
フェクト管理を行うためには、記録再生装置２００がユーザデータエリア１０８内におけ
るディフェクトの存在位置等を認識する必要がある。ディフェクト管理情報１２０は、主
として記録再生装置２００がディフェクトの存在位置等を認識するために用いられる。
【０１０９】
図２はディフェクト管理情報１２０の内容を示している。図２に示すように、ディフェク
ト管理情報１２０には、設定情報１２１及びディフェクトリスト１２２が含まれている。
【０１１０】
設定情報１２１には、図２に示すように、ユーザデータエリア１０８の開始アドレス、ユ
ーザデータエリア１０８の終了アドレス、内周側のスペアエリア１０９のサイズ、外周側
のスペアエリア１１０のサイズ、その他の情報が含まれている。加えて、後述の如く分割
されるディフェクトリスト１２２（図７参照）の夫々の関連を示すポインタ情報を含んで
いてもよい。尚、設定情報１２１のデータ構造の詳細については後に詳述する（図１０参
照）。
【０１１１】
図３はディフェクトリスト１２２の内容を示している。図３に示すように、ディフェクト
リスト１２２には、ユーザデータエリア１０８内におけるディフェクトが存在する位置を
示すアドレス（以下、これを「ディフェクトアドレス」と呼ぶ。）と、退避データのスペ
アエリア１０９又は１１０内における記録位置を示すアドレス（以下、これを「代替記録
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アドレス」と呼ぶ。）と、その他の情報とが記録されている。即ち、ディフェクトアドレ
スは、本発明における「退避元アドレス」の一例を示すものであり、代替記録アドレスは
、本発明における「退避先アドレス」の一例を示すものである。ユーザデータエリア１０
８内に複数のディフェクトが存在するときには、それらのディフェクトに対応した複数の
ディフェクトアドレスと複数の代替記録アドレスがディフェクトリスト１２２内に記録さ
れる。
【０１１２】
そして、一つのディフェクトアドレス、一つの代替記録アドレス及び一つのその他の情報
の組合せをディフェクトリストエントリ１２３と称する。即ち、ユーザデータエリアに発
生した一つのディフェクトにより、一つのディフェクトリストエントリが作成されること
となる。
【０１１３】
尚、ディフェクト管理は、光ディスク１００のユーザデータエリア１０８についてだけで
なく、光ディスク１００の記録面全体について行うことも可能である。
【０１１４】
続いて、一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５と確定的ディフェクト管理エリ
ア１０６又は１０７の違いについて具体的に説明する。
【０１１５】
一時的ディフェクト管理エリア１０４及び１０５は、光ディスク１００がファイナライズ
されるまでの間に、ディフェクト管理情報１２０を一時的に記録するための領域である。
ここに、「ファイナライズ」とは、光ディスク１００上に記録されたデータのアドレス情
報や制御情報等を整理し、汎用性のある情報記録媒体に仕上げる動作全般を含んだ趣旨で
ある。例えば、追記型の光ディスク１００をファイナライズすることで、再生専用の再生
装置や他の光ディスクに対応した各種再生装置において再生することが可能となる。
【０１１６】
ディフェクト管理情報１２０は、ディフェクト管理に必要な情報であり、ディフェクトの
存否・位置は個々の光ディスクごとに異なるため、ディフェクト管理情報は個々の光ディ
スク上に記録して保持しておく必要がある。本実施例では、ファイナライズ前の段階では
、ディフェクト管理情報１２０は光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１０
４又は１０５に記録され、保持される。
【０１１７】
光ディスク１００がファイナライズされるまでの間、ディフェクト管理情報１２０が数度
更新される場合がある。例えば、１度目の記録と２度目の記録（追記）との間に、光ディ
スク１００に汚れが付着したような場合には、２度目の記録時にそのディフェクト（汚れ
）が検出され、これに基づいてディフェクトリスト１２２が更新される。ディフェクトリ
スト１２２が更新されると、その更新されたディフェクトリスト１２２を含むディフェク
ト管理情報１２０が一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５に追記される。光デ
ィスク１００は追記型の記録媒体であるため、更新されたディフェクト管理情報１２０を
既存のディフェクト管理情報１２０の上に重ねて記録することはできない。そのため、更
新されたディフェクト管理情報１２０は、既存のディフェクト管理情報１２０の後に連続
的に記録される。
【０１１８】
このようなディフェクト管理情報１２０の反復的かつ並列的な記録を実現するために、一
時的ディフェクト管理エリア１０４及び１０５は、確定的ディフェクト管理エリア１０６
及び１０７よりも広い。
【０１１９】
一方、確定的ディフェクト管理エリア１０６及び１０７は、光ディスク１００がファイナ
ライズされるときに、ディフェクト管理情報１２０を確定的に記録するための領域である
。即ち、ファイナライズ前の段階では、確定的ディフェクト管理エリア１０６及び１０７
は未記録状態である。ファイナライズされると、確定的ディフェクト管理エリア１０６及
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び１０７にディフェクト管理情報１２０が記録され、それ以降、その記録状態が継続する
。
【０１２０】
本実施例の光ディスク１００によれば、一時的ディフェクト管理エリア１０４をリードイ
ンエリア１０１とスペアエリア１０９との間に配置し、一時的ディフェクト管理エリア１
０５をスペアエリア１１０とリードアウトエリア１０３との間に配置したから、追記型光
ディスク１００と一般の書換型光ディスクとの間で互換性をとることができる。なぜなら
、一般の書換型光ディスクとの互換性を実現するためには、リードインエリア、スペアエ
リア、ユーザデータエリア、スペアエリア、及びリードアウトエリアが存在すること、こ
れらの領域の順序、配置、サイズ（広さ）等の基本的記録構造を維持する必要があるが、
光ディスク１００では一時的ディフェクト管理エリア１０４及び１０５を設けたにもかか
わらず、かかる基本的記録構造を維持しているからである。即ち、仮に一時的ディフェク
ト管理エリア１０４をリードインエリア１０１内に配置するとすれば、上述したように一
時的ディフェクト管理エリア１０４は比較的広いので、リードインエリア１０１のサイズ
を拡張せざるを得なくなるという不都合が生じる。しかし、本実施例では、一時的ディフ
ェクト管理エリア１０４をリードインエリア１０１の外に配置したので、かかる不都合は
生じない。また、仮に一時的ディフェクト管理エリア１０４をユーザデータエリア１０８
内に設けるとすれば、制御情報の性質を有するディフェクト管理情報１２０が、記録デー
タを記録すべき領域であるユーザデータエリア１０８に入り込み、制御情報と記録データ
という性質の異なる情報がユーザデータエリア１０８内に混在するといった不都合が生じ
る。本実施例では、一時的ディフェクト管理エリア１０４をユーザデータエリア１０８の
外に配置したので、かかる不都合は生じない。ディフェクト管理エリア１０５についても
同様である。
【０１２１】
尚、ユーザデータエリア１０８の開始アドレス及び終了アドレス、スペアエリア１０９の
開始アドレス並びに１１０の開始アドレス（或いは、ユーザデータエリア１０８やスペア
エリア１０９及び１１０のサイズ等）は、ディフェクト管理情報１２０の設定情報１２１
に含まれている（図２参照）。そして、この設定情報１２１は、記録再生装置２００によ
り設定することができる。即ち、ユーザデータエリア１０８の開始アドレス及び終了アド
レス、スペアエリア１０９のサイズ並びに１１０のサイズは、これを設定情報１２１とし
て明示しておけば、変更することが許容されており、変更しても、一般の書換型記録媒体
との互換性を維持することができる。従って、ユーザデータエリア１０８の開始アドレス
を後ろ（外周側）にずらせば、リードインエリア１０１とユーザデータエリア１０８との
間にスペースを確保することができ、そのスペースに一時的ディフェクト管理エリア１０
４を配置することができる。更に、ユーザデータエリア１０８の開始アドレスの設定の仕
方によっては、比較的広い（大きなサイズの）一時的ディフェクト管理エリア１０４を確
保することができる。一時的ディフェクト管理エリア１０５についても同様である。
【０１２２】
また、本実施例の光ディスク１００によれば、リードインエリア１０１内及びリードアウ
トエリア１０３内に夫々確定的ディフェクト管理エリア１０６及び１０７を配置したから
、追記型光ディスク１００と一般の書換型光ディスクとの間で互換性をとることができる
。即ち、一般の書換型光ディスクは、そのリードインエリア内及びリードアウトエリア内
に夫々ディフェクト管理情報を記録すべき領域が配置されている。そして、光ディスク１
００も、そのリードインエリア１０１内及びリードアウトエリア１０３内に確定的ディフ
ェクト管理エリア１０６及び１０７が配置されている。かかる点において、両者の記録構
造は一致している。従って、追記型光ディスク１００と一般の書換型光ディスクとの間で
再生時の互換性をとることができる。
【０１２３】
次に、図４から図６を参照して、一時的ディフェクト管理エリア１０４及び１０５、並び
にそこに記録されるディフェクトリストエントリ１２３の態様について説明する。ここに
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、図４は、一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５の記録単位を概念的に示す図
であり、図５は、該記録単位へのディフェクトリストエントリ１２３の記録態様を概念的
に示す図であり、図６は、ディフェクトリスト１２２等が記録された一時的ディフェクト
管理エリア１０４又は１０５のデータ構成を概念的に示す図である。
【０１２４】
図４に示すように、一時的ディフェクト管理エリア１０４及び１０５は、最小記録単位で
あるＥＣＣクラスタ１１１を複数含んでいる。即ち、ＥＣＣクラスタ１１１とは、例えば
後述の記録再生装置がデータの記録又は再生をする際に、アクセスの基本単位となる単位
である。該ＥＣＣクラスタの単位は、例えば６４ｋｂであったり、或いはそれ以外のサイ
ズを有していてもよい。そして、後述の如く、ディフェクト管理情報１２０（或いは、デ
ィフェクトリストエントリ１２３）は、該ＥＣＣクラスタ１１１単位で記録されることと
なる。
【０１２５】
図５に示すように、一つのＥＣＣクラスタ１１１には、複数のディフェクトリストエント
リ１２３を記録することができる。そして、ディフェクトリスト１２２（即ち、ディフェ
クト管理情報１２０に含まれる複数のディフェクトリストエントリ１２３）のサイズが、
ＥＣＣクラスタ１１１のサイズよりも小さければ、ディフェクトリスト１２２が記録され
る領域以外の部分は、空き領域としてデータは記録されないことが好ましい。或いは、nu
llデータを書き込むように構成してもよい。
【０１２６】
他方、複数のディフェクトリスト１２２のサイズが、ＥＣＣクラスタ１１１のサイズより
も大きければ、２以上のＥＣＣクラスタを用いてディフェクトリスト１２２を記録するこ
ととなる。
【０１２７】
図６に示すように、ＥＣＣクラスタ１１１単位で、ディフェクトリスト１２２や設定情報
１２１等が記録される。そして、ディフェクトリスト１２２及び該ディフェクトリスト１
２２に対応する設定情報１２１がディフェクト管理情報１２０を構成することとなる（図
２参照）。
【０１２８】
尚、図示していないがディフェクト管理情報１２０は２回続けて記録されることが好まし
い。即ち、同一のディフェクトリスト１２２及び設定情報１２３が一時的ディフェクト管
理エリア１０４又は１０５に記録されることが好ましい。これにより、ディフェクト管理
情報１２０を確実に記録でき、確実に再生することができる。これに合わせて、上述の如
く確定的ディフェクト管理エリア１０６又は１０７に記録する際においても、２回続けて
記録されることが好ましい。但し、２回記録されなくとも、例えば１回の記録或いは３回
以上の記録であっても、ディフェクト管理情報１２０や退避データを適切に記録し、再生
することが可能である。
【０１２９】
続いて、図７から図９を参照して、本実施例に係る光ディスク１００の一時的ディフェク
ト管理エリア１０４又は１０５に記録されているディフェクトリストエントリ１２３の構
成について説明する。ここに、図７は、ディフェクトリスト１２２が光ディスク１００に
記録される過程を概念的に示す模式図であり、図８は、図７に示すディフェクトリスト１
２２に対応するユーザデータエリア１０８のディフェクト発生の様子を概念的に示した模
式図であり、図９は、図７に示したディフェクトリストの記録の過程に対する比較例を概
念的に示した模式図である。
【０１３０】
以下、一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５に記録されるディフェクトリスト
１２２について説明する。
【０１３１】
図７（ａ）に示すように、ユーザデータエリア１０８においてディフェクトが検出される
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と、ディフェクトリストエントリ１２３が生成され、ディフェクトリスト１２２として記
録される。このとき、ディフェクトリストエントリ１２３は、ＥＣＣクラスタ１１１単位
で記録され、該ディフェクトリストエントリ１２３が記録された領域を除いては、空き領
域となる。このとき、図示しないが同時に設定情報１２１も記録されることが好ましい。
【０１３２】
その後、新たなディフェクトが検出されれば、それに対応したディフェクトリストエント
リ１２３が生成され、図７（ｂ）に示すように、より大きなデータ量を有するディフェク
トリスト１２２が順次追記して記録される。このとき、新たなディフェクトリストエント
リ１２３を含んだ新たなディフェクトリスト１２２は、別のＥＣＣクラスタ１１１に記録
されることとなる。
【０１３３】
尚、図７（ｂ）は、ディフェクトリスト１２２が図７（ａ）の状態から２回更新された状
態を示しており、有効なディフェクトリスト１２２（即ち、最新のディフェクトリスト１
２２）は、最右部のディフェクトリストにより示されている。そして、更新前のディフェ
クトリスト１２２（即ち、最左部及び中部のディフェクトリスト１２２）は、非有効なデ
ィフェクトリスト１２２として後述の記録再生装置により扱われるように構成してもよい
。
【０１３４】
このとき、ディフェクトリスト１２２中に含まれるディフェクトリストエントリ１２３は
、ディフェクトアドレス（図３参照）によってソートされていることが好ましい。即ち、
ディフェクトリストエントリ１２３は、ユーザデータエリア１０８におけるそのディフェ
クトが検出されたアドレス位置に応じてソートされていることが好ましい。
【０１３５】
そして、１ＥＣＣクラスタ内に登録可能な最大サイズのディフェクトリスト１２２が記録
されるとする。尚、図７（ｂ）中に示す“Ｓ”、“Ｃ”及び“Ｅ”は、そのディフェクト
リストエントリ１２３中に含まれるディフェクトアドレスを示しているとする。
【０１３６】
この後に新たなディフェクトが検出された場合、一つのＥＣＣクラスタ１１１ではディフ
ェクトリスト１２２を記録することができない。この場合、現在ＥＣＣクラスタ１１１に
記録されているディフェクトリストエントリ１２３のうち、中心に存在するディフェクト
リストエントリ１２３のディフェクトアドレスを基準として、ディフェクトリスト１２２
を分割する。ここでの「中心」とは、例えば５つのディフェクトリストエントリ１２３が
ソートされた状態で記録されていれば、３つ目のディフェクトリストエントリ１２３が中
心に存在することとなる趣旨である。即ち、ｎ個のディフェクトリストエントリ１２３中
、概ねｎ／２個目のディフェクトリストエントリ１２３が当該中心に存在するディフェク
トリストエントリ１２３となる。
【０１３７】
即ち、図７（ｂ）において、中心に存在するディフェクトリストエントリ１２２のディフ
ェクトアドレスは“Ｃ”となる。従って、新たに検出されたディフェクトを示すディフェ
クトアドレスが“Ｃ”よりも大きければ（例えば、ディフェクトアドレスが“Ｃ＋ｘ”で
あれば）、図７（ｃ）に示すようにディフェクトリスト１２２が分割される。即ち、“Ｃ
”よりも小さいディフェクトアドレスを有するディフェクトリストエントリ１２３のグル
ープが一つのＥＣＣエントリ１１１ａに記録される。そして、“Ｃ”よりも大きいディフ
ェクトアドレスを有するディフェクトリストエントリ１２３のグループと新たに検出され
たディフェクトに関するディフェクトリストエントリ１２３とが他のＥＣＣエントリ１１
１ｂに記録される。
【０１３８】
他方、新たに検出されたディフェクトを示すディフェクトアドレスが“Ｃ”よりも小さけ
れば（例えば、ディフェクトアドレスが“Ｃ－ｘ”であれば）、図７（ｄ）に示すように
分割される。即ち、“Ｃ”よりも小さいディフェクトアドレスを有するディフェクトリス
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トエントリ１２３のグループと新たに検出されたディフェクトに関するディフェクトリス
トエントリ１２３とが一つのＥＣＣエントリ１１１ｃに記録される。そして、“Ｃ”より
も大きいディフェクトアドレスを有するディフェクトリストエントリ１２３の集合が他の
ＥＣＣエントリ１１１ｄに記録される。なお、ディフェクトリスト１２２を均等な数に分
割するため、“Ｃ”のエントリを１１１ｄに含めて分割しても良い。
【０１３９】
これ以降は、例えば図７（ｃ）の状態に対して、“Ｃ”よりも大きいディフェクトアドレ
スを有するディフェクトリストエントリ１２３が生成されれば（例えば、ディフェクトア
ドレスが“Ｃ＋ｙ”であれば）、図７（ｅ）に示すように新たなディフェクトリストの一
部が追記される。即ち、該ＥＣＣクラスタ１１１ｂに記録されているディフェクトリスト
エントリ１２３のグループを抽出して、新たなＥＣＣクラスタ１１１ｅに追記する。
【０１４０】
一方、図７（ｃ）の状態に対して、“Ｃ”よりも小さいディフェクトアドレスを有するデ
ィフェクトリストエントリ１２３が生成されれば（例えば、ディフェクトアドレスが“Ｃ
－ｙ”であれば）、図７（ｆ）に示すように新たなディフェクトリストの一部が追記され
る。即ち、該ＥＣＣクラスタ１１１ａに記録されているディフェクトリストエントリ１２
３の集合を抽出して、新たなＥＣＣクラスタ１１１ｆに追記する。
【０１４１】
そして、再びＥＣＣクラスタ１１１のサイズより大きなサイズを有するディフェクトリス
ト１２２（但し、その一部）が記録されれば、上述と同様の動作にて、再度ディフェクト
リスト１２２の分割が行われる。
【０１４２】
このときユーザデータエリア１０８には、図８に示すようにディフェクトが発生している
こととなる。即ち、“アドレスＣ”の位置よりも右側の位置において新たなディフェクト
が検出されれば、ディフェクトリスト１２２は図７（ｃ）に示すように分割される。一方
、“アドレスＣ”の位置よりも左側の位置において新たなディフェクトが検出されれば、
ディフェクトリスト１２２は図７（ｄ）に示すように分割される。
【０１４３】
ここで、本実施例に係る光ディスク１００の比較例として、図７（ｃ）から図７（ｆ）に
示すようにディフェクトリスト１２２の分割をしない光ディスクにおけるディフェクトリ
スト１２２の記録の態様について説明する。
【０１４４】
図９（ａ）及び図９（ｂ）に示すように、比較例に係る光ディスクにおいても、光ディス
ク１００と同様に新たなディフェクトが検出されれば、それに対応した新たなディフェク
トリストエントリを加えたディフェクトリストを順次追記していく。
【０１４５】
そして図９（ｂ）に示す状態から、更にディフェクトが検出された場合には、図９（ｃ）
に示すように、２つのＥＣＣクラスタを用いてディフェクトリストを記録していくことと
なる。そして、該２つのＥＣＣクラスタに跨るディフェクトリストは、その後も２つのＥ
ＣＣクラスタを用いて、ディフェクトリスト全体として更新される。
【０１４６】
即ち、図９（ｄ）に示すように、ディフェクトリスト全体を、改めて２つのＥＣＣクラス
タを用いて記録する。このため、ディフェクトリストのサイズが大きくなればなるほど、
ディフェクトリストの更新に必要な一時的ディフェクト管理エリアの記録容量が増加して
しまうという技術的な問題点を有していることとなる。
【０１４７】
しかるに、本実施例に係る光ディスク１００によれば、２以上のＥＣＣクラスタを常に追
記する必要はなく、分割したディフェクトリスト１２２のうち、少なくとも一つを追記す
れば、新たなディフェクトの検出を反映したディフェクトリスト１２２を記録することが
できる。即ち、ＥＣＣクラスタ１１１の１０個分のサイズを有するディフェクトリスト１
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２２の更新時において、上述の比較例に係る光ディスクでは、常に１０個のＥＣＣクラス
タが必要とされる。しかし、本実施例に係る光ディスク１００では、常に１０個のＥＣＣ
クラスタを必要とすることなく、例えば１個のＥＣＣクラスタを用いることで、ディフェ
クトリスト１２２の更新を行うことができるという大きな利点を有する。
【０１４８】
より具体的な数値を示して、比較例に係る光ディスクと本実施例に係る光ディスク１００
との違いを以下に説明する。尚、以下の説明では、一時的ディフェクト管理エリア１０４
又は１０５を最も必要とするような場合の（即ち、最悪のケース時の）ディフェクトリス
ト１２２の記録時における数値をもって説明を進める。ここでの「最悪のケース」とは、
具体的には、分割した一方のディフェクトリスト１２２の側にのみ新たにディフェクトリ
ストエントリ１２３が追記されていくような場合が想定できる。
【０１４９】
先ず、一つのＥＣＣクラスタ１１１に記録可能なディフェクトリストエントリ１２３の総
数がｎ（但し、ｎは２以上の整数）であって、且つスペアエリア１０９又は１１０のクラ
スタ数が２ｎの場合について説明する。ここに、スペアエリア１０９又は１１０のクラス
タとは、ユーザデータエリア１０８から退避する記録データを記録する際の単位であり、
スペアエリア１０９又は１１０の一つのクラスタに記録データを退避した場合に、ディフ
ェクト管理情報１２０中のディフェクトリストエントリ１２３が一つ追記されることとな
る。
【０１５０】
このとき、比較例に係る光ディスクでは、３ｎ個のＥＣＣクラスタが必要とされる。一方
、本実施例に係る光ディスク１００では、２ｎ＋２個のＥＣＣクラスタ１１１が必要とさ
れ、比較例に係る光ディスクよりも少ないデータ量でディフェクト管理情報１２０を更新
することができる。
【０１５１】
又、一つのＥＣＣクラスタ１１１に記録可能なディフェクトリストエントリ１２３の総数
がｎ（但し、ｎは２以上の整数）であって、且つスペアエリア１０９又は１１０のクラス
タ数が３ｎの場合については、比較例に係る光ディスクでは、６ｎ個のＥＣＣクラスタ１
１１が必要とされる。一方、本実施例に係る光ディスク１００では、３ｎ＋４個のＥＣＣ
クラスタ１１１が必要とされ、比較例に係る光ディスクよりも少ないデータ量でディフェ
クト管理情報１２０を記録することが可能である。
【０１５２】
又、一つのＥＣＣクラスタ１１１に記録可能なディフェクトリストエントリ１２３の総数
がｎ（但し、ｎは２以上の整数）であって、且つスペアエリア１０９又は１１０のクラス
タ数が４ｎの場合については、比較例に係る光ディスクでは、１０ｎ個のＥＣＣクラスタ
１１１が必要とされる。一方、本実施例に係る光ディスク１００では、４ｎ＋６個のＥＣ
Ｃクラスタ１１１が必要とされ、比較例に係る光ディスクよりも少ないデータ量でディフ
ェクト管理情報１２０を記録することが可能となる。
【０１５３】
以上を一般的にまとめ、一つのＥＣＣクラスタ１１１に記録可能なディフェクトリストエ
ントリ１２３の総数がｎ（但し、ｎは２以上の整数）であって、且つスペアエリア１０９
又は１１０のクラスタ数がｋｎ（但し、ｋは自然数、特に２以上の自然数であることが好
ましい）の場合について説明する。比較例に係る光ディスクでは、１×ｎ＋２×ｎ＋・・
・＋ｋ×ｎ＝ｋｎ（ｋ＋１）／２個のＥＣＣクラスタ１１１が必要とされる。一方、本実
施例に係る光ディスク１００では、ｎ＋（ｎ＋２）＋（ｎ＋２）＋・・・＋（ｎ＋２）＝
ｎ＋（ｋ－１）×（ｎ＋２）＝ｋ（ｎ＋２）－２個のＥＣＣクラスタ１１１が必要とされ
る。
【０１５４】
ここで、これら２つの数値の差は、（本実施例に係る光ディスク１００の数値）－（比較
例に係る光ディスクの数値）によって示すと、（ｋｎ－４）（ｋ－１）／２となる。この
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とき、ｋが２以上の自然数であれば、ｎが２以上の実数であることを考慮すると、（ｋｎ
－４）（ｋ－１）／２≧０となる。即ち、本実施例に係る光ディスク１００は、常に比較
例に係る光ディスクよりも、ディフェクトリスト１２２の追記に必要なクラスタ数が同数
であるか少ないことが分かる。即ち、ディフェクト管理情報１２０の更新に必要なデータ
量を削減できることが分かる。
【０１５５】
又、光ディスク１００には、分割されたディフェクトリスト１２２の夫々の関連性を規定
するポインタ情報１２４が記録されている。以下、図１０及び図１１を参照して、係るポ
インタ情報１２４について説明する。ここに、図１０は、ポインタ情報１２４が設定情報
１２１中に含まれている場合の、該設定情報１２１のデータ構造を概念的に示す模式図で
あり、図１１は、ポインタ情報１２４がディフェクトリスト１２２の一部として含まれて
いる場合の、該ディフェクトリスト１２２のデータ構造を概念的に示す模式図である。
【０１５６】
図１０に示すように、ポインタ情報１２４は設定情報１２１中に含まれていてもよい。
【０１５７】
設定情報１２１は、図２において説明したように、ユーザデータエリア１０８の開始アド
レスや終了アドレス等を規定するユーザデータ位置規定情報とスペアエリア１０９及び１
１０のサイズ等を規定するスペアエリアサイズ規定情報とその他の情報とを含んでいる。
そして設定情報１２１は更に、設定情報識別子とポインタ情報１２４とを含んでいる。
【０１５８】
設定情報識別子は、当該データ構造体が設定情報１２１であることを示す情報である。
【０１５９】
ポインタ情報１２４は、複数のＥＣＣクラスタ１１１に分割して記録されたディフェクト
リスト１２２の夫々の関連性を規定する情報である。ポインタ情報には、ディフェクトリ
スト物理アドレス＃ｋ（ｋ＝１、２、・・・、ｎ）が含まれている。
【０１６０】
ディフェクトリスト物理アドレス＃ｋ（ｋ＝１、２、・・・、ｎ）は、例えばそれは、該
ＥＣＣクラスタ１１１の先頭セクタの物理アドレスで示される、有効なディフェクトリス
ト１２２が記録されているＥＣＣクラスタ１１１の先頭アドレスが記録される。尚、ここ
では、最新の或いは有効なディフェクト管理情報１２０を構成する、複数の分割されたデ
ィフェクトリスト１２２の夫々についての先頭アドレスを選択して記録していることが好
ましい。
【０１６１】
そして、ディフェクトリスト物理アドレスの数（即ち、ｎ）は、ディフェクトリスト１２
２の分割数に等しい。例えば、図７（ｃ）又は図７（ｄ）に示すディフェクトリスト１２
２に対応するポインタ情報１２４は、２つの物理アドレスを有することとなる。
【０１６２】
加えて、ディフェクトリスト物理アドレスは、分割したディフェクトリスト１２２中に含
まれるディフェクトリストエントリ１２３のディフェクトアドレスの値に応じて、例えば
小さい方からソートされた状態で記録されていることが好ましい。即ち、ポインタ情報１
２４が示す順番に従って、分割したディフェクトリスト１２２を並べれば、元のディフェ
クトリスト１２２が作成されるようにディフェクトリスト物理アドレスがソートされてい
ることが好ましい。
【０１６３】
又、図１１に示すように、ポインタ情報１２４はディフェクトリスト１２２中に含まれて
いてもよい。このとき、ポインタ情報１２４は、ディフェクトリスト１２２のヘッダ情報
中に含まれる。尚、ヘッダ情報中には、ポインタ情報１２４の他に、ディフェクトリスト
識別子、ディフェクトリストエントリ数及びその他の情報が含まれている。
【０１６４】
ディフェクトリスト識別子は、ディフェクトリスト１２２を識別するための例えば固有文
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字列あるいは、一連番号等を示す。又、ディフェクトリストエントリ数は、当該ディフェ
クトリスト１２２内に含まれるディフェクトリストエントリ１２３の総数を示す。
【０１６５】
尚、ポインタ情報１２４は、分割されたディフェクトリスト１２２の一部として、該分割
されたディフェクトリストを記録している複数のＥＣＣクラスタ１１１の一つに記録され
ることとなる。但し、分割されたディフェクトリスト１２２の夫々が、ヘッダ情報を有し
ているように構成してもよい。このとき、分割されたディフェクトリスト１２２が有する
夫々のヘッダ情報中にポインタ情報１２４を有していてもよい。
【０１６６】
以上の結果、本実施例に係る情報記録媒体によれば、ディフェクトリスト１２２を分割し
て記録することで、ディフェクトリスト１２２の記録に要するデータ量を削減することが
可能となる。特に、ディフェクトリスと１２２を追記して記録していく場合において、該
追記に要するＥＣＣクラスタ１１１の総数を減少させることが可能である。従って、情報
記録媒体の記録容量を効率的に使用することが可能となるという大きな利点を有すること
となる。
【０１６７】
（記録再生装置の実施例）
次に、本発明の実施例である記録再生装置の構成について説明する。図１２は本発明の実
施例である記録再生装置２００を示している。記録再生装置２００は、光ディスク１００
に記録データを記録する機能と、光ディスク１００に記録された記録データを再生する機
能とを備えている。
【０１６８】
記録再生装置２００は、ディスクドライブ３００と、バックエンド４００とを備えている
。
【０１６９】
図１３はディスクドライブ３００の内部構成を示している。ディスクドライブ３００は、
光ディスク１００に情報を記録すると共に、光ディスク１００に記録された情報を読み取
る装置である。
【０１７０】
ディスクドライブ３００は、図１３に示すように、スピンドルモータ３５１、光ピックア
ップ３５２、ＲＦアンプ３５３及びサーボ回路３５４を備えている。
【０１７１】
スピンドルモータ３５１は光ディスク１００を回転させるモータである。
【０１７２】
光ピックアップ３５２は、光ディスク１００の記録面に対して光ビームを照射することに
よって記録データ等を記録面上に記録すると共に、光ビームの反射光を受け取ることによ
って記録面上に記録された記録データ等を読み取る装置である。光ピックアップ３５２は
、光ビームの反射光に対応するＲＦ信号を出力する。
【０１７３】
ＲＦアンプ３５３は、光ピックアップ３５２から出力されたＲＦ信号を増幅して、そのＲ
Ｆ信号を変調復調部３５５に出力する。更に、ＲＦアンプ３５３は、ＲＦ信号から、ウォ
ブル周波数信号ＷＦ、トラックエラー信号ＴＥ及びフォーカスエラー信号ＦＥを作り出し
、これらを出力する。
【０１７４】
サーボ回路３５４は、トラックエラー信号ＴＥ、フォーカスエラー信号ＦＥその他のサー
ボ制御信号に基づいて光ピックアップ３５２及びスピンドルモータ３５１の駆動を制御す
るサーボ制御回路である。
【０１７５】
更に、ディスクドライブ３００は、図１３に示すように、変調復調部３５５、バッファ３
５６、インターフェース３５７及び光ビーム駆動部３５８を備えている。
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【０１７６】
変調復調部３５５は、読取時において記録データに対してエラー訂正を行う機能と、記録
時において記録データにエラー訂正符号を付加してこれを変調する機能とを備えた回路で
ある。具体的には、変調復調部３５５は、読取時においては、ＲＦアンプ３５３から出力
されるＲＦ信号を復調し、これに対してエラー訂正を行った後、これをバッファ３５６に
出力する。更に、変調復調部３５５は、復調されたＲＦ信号に対してエラー訂正を行った
結果、エラー訂正が不能であるか、又はエラー訂正された符号の数がある一定の基準値を
超えたときには、その旨を示すエラー信号を生成し、これをディフェクト検出部３５９に
出力する。また、変調復調部３５５は、記録時においては、バッファ３５６から出力され
る記録データにエラー訂正符号を付加した後、これを、光ディスク１００の光学的特性等
に適合する符号となるように変調し、変調された記録データを光ビーム駆動部３５８に出
力する。
【０１７７】
バッファ３５６は、記録データを一時的に蓄える記憶回路である。
【０１７８】
インターフェース３５７は、ディスクドライブ３００とバックエンド４００との間の記録
データ等の入出力制御ないし通信制御を行う回路である。具体的には、インターフェース
３５７は、再生時においては、バックエンド４００からの要求命令に応じて、バッファ３
５６から出力される記録データ（即ち光ディスク１００から読み取られた記録データ）を
バックエンド４００へ出力する。また、インターフェース３５７は、記録時においては、
バックエンド４００からディスクドライブ３００に入力される記録データを受け取り、こ
れをバッファ３５６に出力する。更に、インターフェース３５７は、バックエンド４００
からの要求命令に応じて、ディフェクト管理情報作成部３６０に保持されているディフェ
クトリストの全部又は一部をバックエンド４００に出力する。
【０１７９】
光ビーム駆動部３５８は、記録時において、変調復調部３５５から出力された記録データ
に対応する光ビーム駆動信号を生成し、これを光ピックアップ３５２に出力する。光ピッ
クアップ３５２は、光ビーム駆動信号に基づいて光ビームを変調し、光ディスク１００の
記録面に照射する。これにより、記録データ等が記録面上に記録される。
【０１８０】
更に、ディスクドライブ３００は、図１３に示すように、ディフェクト検出部３５９及び
ディフェクト管理情報作成部３６０を備えている。
【０１８１】
ディフェクト検出部３５９は、光ディスク１００のディフェクトを検出する回路である。
そして、ディフェクト検出部３５９は、ディフェクトの存否を示すディフェクト検出信号
を生成し、これを出力する。ディフェクト検出部３５９は、情報の読取時（ベリファイ時
又は再生時）における記録データのエラー訂正の結果に基づいて、ディフェクト検出を行
う。上述したように、変調復調部３５５は、復調されたＲＦ信号に対してエラー訂正を行
った結果、エラー訂正が不能であるか、又はエラー訂正された符号の数がある一定の基準
値を超えたときには、その旨を実質的に示すエラー信号を生成し、これをディフェクト検
出部３５９に出力する。ディフェクト検出部３５９は、このエラー信号を受け取ったとき
に、ディフェクトが存在していることを示すディフェクト検出信号を出力する。
【０１８２】
ディフェクト管理情報作成部３６０は、ディフェクト検出部３５９から出力されたディフ
ェクト検出信号に基づいて、ディフェクト管理情報１２０を作成し、又は更新する回路で
ある。ディフェクト管理情報１２０は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に設けられ
た記憶回路に書換可能な状態で記憶される。更に、ディフェクト管理情報作成部３６０は
、バックエンド４００からの要求命令に応じて、ディフェクト管理情報１２０をインタ－
フェース３５７を介してバックエンド４００に出力する。
【０１８３】
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更に、図１３に示すように、ディスクドライブ３００はＣＰＵ３６１を有している。ＣＰ
Ｕ３６１は、ディスクドライブ３００の全体的な制御及び上述したディスクドライブ３０
０内の各要素間の情報のやり取りを制御する。更に、ＣＰＵ３６１は、記録データ及びデ
ィフェクト管理情報１２０の記録動作及び読取動作を制御する。更に、ＣＰＵ３６１は、
バックエンド４００から送られる制御命令ないし要求命令に応じて、ディスクドライブ３
００とバックエンド４００との間のデータのやり取りを制御する。
【０１８４】
次に、図１４はバックエンド４００の内部構成の例を示している。バックエンド４００は
、ディスクドライブ３００によって光ディスク１００から読み取られた記録データに対し
て再生処理を行うと共に、光ディスク１００に記録する目的で外部から供給された記録デ
ータを受け取り、これをエンコードしてディスクドライブ３００に送り出す装置である。
【０１８５】
バックエンド４００は、ドライブ制御部４７１、ビデオデコーダ４７２、オーディオデコ
ーダ４７３、ビデオエンコーダ４７４、オーディオエンコーダ４７５、システム制御部４
７６及びディフェクト管理部４７７を備えている。
【０１８６】
ドライブ制御部４７１は、ディスクドライブ３００の読取処理及び記録処理を制御する回
路である。記録データを光ディスク１００から読み取ってそれを再生する作業、及び記録
データを外部から受け取ってそれを光ディスク１００に記録する作業は、バックエンド４
００とディスクドライブ３００とが協働して行う。ドライブ制御部４７１は、ディスクド
ライブ３００の読取処理及び記録処理を制御することにより、バックエンド４００とディ
スクドライブ３００との協働を実現する。具体的には、ドライブ制御部４７１は、ディス
クドライブ３００に対して、読取、記録、バッファ３５６から記録データの出力、ディフ
ェクト管理情報作成部３６０からのディフェクト管理情報１２０の出力などに関する要求
命令を出力する。更に、ドライブ制御部３７１は、記録データ及びディフェクト管理情報
１２０その他各種情報の入力・出力を制御する入出力制御を行う。
【０１８７】
ビデオデコーダ４７２及びオーディオデコーダ４７３は、夫々、ディスクドライブ３００
により光ディスク１００から読み取られ、ドライブ制御部４７１を介して供給された記録
データを復調し、記録データをディスプレイ、スピーカなどにより再生可能な状態に変換
する回路である。
【０１８８】
ビデオエンコーダ４７４及びオーディオエンコーダ４７５は、夫々、光ディスク１００に
記録する目的で外部から入力された映像信号、音声信号等を受け取り、これを例えばＭＰ
ＥＧ圧縮方式等によりエンコードし、これを、ドライブ制御部４７１を介してディスクド
ライブ３００に供給する回路である。
【０１８９】
システム制御部４７６は、再生時には、ドライブ制御部４７１、ビデオデコーダ４７２、
オーディオデコーダ４７３、ディフェクト管理部４７７を制御し、これらと協働して記録
データの再生処理を行う回路である。また、記録時には、システム制御部４７６は、ドラ
イブ制御部４７１、ビデオエンコーダ４７４、オーディオエンコーダ４７５、ディフェク
ト管理部４７７を制御し、これらと協働して記録データの記録処理を行う。また、システ
ム制御部４７６は、再生時及び記録時において、ディスクドライブ３００とバックエンド
４００との協働を実現するために、ドライブ制御４７１と共に、ディスクドライブ３００
に対する制御（例えば各種要求命令の生成・送信、応答信号の受信など）を行う。
【０１９０】
ディフェクト管理部４７７は、その内部に記憶回路を有しており、ディスクドライブ３０
０のディフェクト管理情報作成部３６０により作成・更新されたディフェクト管理情報１
２０の全部又は一部を受け取り、これを保持する機能を備えている。そして、ディフェク
ト管理部４７７はシステム制御部４７６と共に、ディフェクト管理を行う。
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【０１９１】
次に、記録再生装置２００における初期設定動作について説明する。図１５は記録再生装
置２００の初期設定動作を示している。記録再生装置２００は、光ディスク１００がドラ
イブユニット３００に装着されてから、記録データの記録又は再生を行うまでの間に、初
期設定を行う。初期設定は、記録データの記録又は再生の準備をするための処理であり、
様々な処理を含んでいるが、以下、これらの処理のうち、光ディスク１００のイニシャラ
イズ、ディフェクト管理情報１２０の作成、及びディフェクト管理情報１２０のバックエ
ンドへの送出等について説明する。これらの処理は、主としてドライブユニット３００の
ＣＰＵ３６１の制御のもとに行われる。
【０１９２】
図１５に示すように、光ディスク１００がドライブユニット３００に装着されると、ドラ
イブユニット３００のＣＰＵ３６１は、光ディスク１００が未記録ディスク（ブランクデ
ィスク）であるか否かを判定する（ステップＳ１１）。
【０１９３】
光ディスク１００が未記録ディスクであるときには（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ
３６１は、光ディスク１００に対してイニシャライズ処理を行う（ステップＳ１２）。こ
のイニシャライズ処理において、ディフェクト管理情報作成部３６０は、ディフェクト管
理情報１２０を作成する（ステップＳ１３）。具体的には、イニシャライズ処理の中で設
定されたユーザデータエリア１０８の開始アドレス及び終了アドレス並びにスペアエリア
１０９及び１１０のサイズを取得し、設定情報１２１を作成する。更に、ディフェクトリ
スト１２２を作成する。尚、ここで作成されるディフェクトリスト１２２は、外枠のみで
あり、内実はない。即ち、ディフェクトアドレスは記録されておらず、具体的な代替記録
アドレスも記録されていない。ただ、ヘッダ、識別情報などが記録されるのみである。作
成されたディフェクト管理情報１２０はディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶保持
される。
【０１９４】
続いて、ＣＰＵ３６１は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されたディフェク
ト管理情報１２０をバックエンド４００に送る（ステップＳ１４）。ディフェクト管理情
報１２０はバックエンド４００のディフェクト管理部４７７に記憶される。
【０１９５】
続いて、ＣＰＵ３６１は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されたディフェク
ト管理情報１２０を光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５
に記録する（ステップＳ１５）。このとき、上述したようにディフェクト管理情報１２０
を反復的に２回記録してもよい。
【０１９６】
そして、本実施例では特に、設定情報１２１を一つのＥＣＣクラスタ１１１に記録し、デ
ィフェクトリスト１２２を他のＥＣＣクラスタ１１１に記録することで、光ディスク１０
０上にディフェクト管理情報１２０を記録する。
【０１９７】
一方、光ディスク１００が未記録ディスクでない場合には（ステップＳ１１：ＮＯ）、続
いて、ＣＰＵ３６１は、光ディスク１００がファイナライズ済みか否かを判定する（ステ
ップＳ１６）。ファイナライズとは、主に、光ディスク１００を一般の書換型光ディスク
用の再生装置や、一般の再生専用型光ディスク用の再生装置によって再生できるように、
記録フォーマットを整えるための処理である。光ディスク１００がファイナライズ済みか
否かは、光ディスク１００のリードインエリア１０１等に記録された制御情報を参照する
ことにより、知ることができる。
【０１９８】
光ディスク１００がファイナライズ済みでない場合には（ステップＳ１６：ＮＯ）、ＣＰ
Ｕ３６１は、ディフェクト管理情報１２０を光ディスク１００の一時的ディフェクト管理
エリア１０４又は１０５から読み取る（ステップＳ１７）。即ち、光ディスク１００が未
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記録ディスクでない場合には、すでに過去に作成されたディフェクト管理情報１２０が一
時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５に記録されているので、本ステップでは、
これを読み取る。
【０１９９】
更に、一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５内に複数のディフェクト管理情報
１２０が記録されている場合には、ＣＰＵ３６１はその中から最新のディフェクト管理情
報１２０を選択して、これを読み取る（ステップＳ１８）。即ち、ファイナライズ前の段
階では、ディフェクト管理情報１２０は、それが更新される度に、一時的ディフェクト管
理エリア１０４又は１０５に適切なタイミングで記録される。そして、それら複数のディ
フェクト管理情報１２０は、更新された順序で、連続的に配列されている。従って、一時
的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５の中で、一番最後に配置されているディフェ
クト管理情報が最新のディフェクト管理情報である。そこで、ＣＰＵ３６１は一番最後に
配置されているディフェクト管理情報を選択し、これを読み取る。
【０２００】
本実施例では、一番最後に配置されているディフェクト管理情報１２０を特定するために
、次のような方法を採用している。即ち、一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０
５に複数のディフェクト管理情報１２０が連続的に並んで記録されている場合、一時的デ
ィフェクト管理エリア１０４又は１０５の開始アドレスから、最後のディフェクト管理情
報１２０が記録された領域の終端アドレスまでは情報が記録され、それ以降は未記録であ
る。そこで、ＣＰＵ３６１は、光ピックアップ３５２を制御して、一時的ディフェクト管
理エリア１０４又は１０５内をその開始アドレスからスキャンし、未記録状態となった位
置を検出し、その位置から一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５内を逆方向に
スキャンする。このようにして、最後のディフェクト管理情報１２０を特定する。このよ
うな方法によれば、最後のディフェクト管理情報１２０を、ポインタ等を用いずに簡単に
特定することができる。
【０２０１】
加えて、本実施例に係る光ディスク１００は、ディフェクトリスト１２２が分割されて記
録されているため、当該分割されたディフェクトリスト１２２を元通り組み立てなければ
、ディフェクト管理情報１２０として利用することができない。
【０２０２】
そこで、ＣＰＵ３６１は、設定情報１２０、或いは分割されたディフェクトリスト１２２
自身に含まれるポインタ情報１２４（図１０又は図１１参照）を読み取り、該読み取った
ポインタ情報に従って、分割されたディフェクトリスト１２２を元通りの順に組み立て直
し、ディフェクト管理情報１２０として読み取る。
【０２０３】
続いて、ＣＰＵ３６１は、読み取った最後のディフェクト管理情報１２０をディフェクト
管理情報作成部３６０に記憶し、かつ、これをバックエンド４００に送る（ステップＳ１
９）。最後のディフェクト管理情報１２０は、バックエンド４００のディフェクト管理部
４７７に記憶される。
【０２０４】
一方、光ディスク１００が未記録ディスクでなく、かつファイナライズ済みである場合に
は（ステップＳ１６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ３６１は、ディフェクト管理情報１２０を確定的
ディフェクト管理エリア１０６又は１０７から読み取り（ステップＳ２０）、これをバッ
クエンド４００に送る（ステップＳ２１）。ディフェクト管理情報１２０は、バックエン
ド４００のディフェクト管理部４７７に記憶される。
【０２０５】
以上より、ディフェクト管理情報１２０が作成され、あるいはディフェクト管理情報１２
０が一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５から選択的に読み取られ、あるいは
ディフェクト管理情報１２０が確定的ディフェクト管理エリア１０６又は１０７から読み
取られ、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されると共に、バックエンド４００
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のディフェクト管理部４７７に記憶される。これにより、ディフェクト管理の準備が整い
、初期設定が終了する。
【０２０６】
次に、記録再生装置２００の記録動作について説明する。図１６は主に記録再生装置２０
０の記録動作を示している。記録再生装置２００は、記録データを光ディスク１００のユ
ーザデータエリア１０８に記録する記録動作を行う。記録再生装置２００は、ディフェク
ト管理を行いながら記録動作を行う。更に、記録再生装置２００は、記録動作の中でベリ
ファイ処理を行い、このベリファイ処理の結果に基づいてディフェクトリスト１２２を更
新する。記録動作は、ドライブユニット３００のＣＰＵ３６１とバックエンド４００のシ
ステム制御部４７６の協働によって実現する。
【０２０７】
図１６に示すように、ユーザが記録開始の指示を入力すると（ステップＳ３３：ＹＥＳ）
、これに応じて、記録再生装置２００は記録データを記録する（ステップＳ３４）。記録
データの記録は所定のブロックごとに行われる。記録再生装置２００は、バックエンド４
００のディフェクト管理部４７７に記憶されたディフェクト管理情報１２０を参照し、こ
れに基づいてディフェクト管理を行いながら、記録データを記録する。
【０２０８】
記録再生装置２００は、１ブロックの記録を行う度に、又は、一連の書き込みシーケンス
を終了する度に、ベリファイを行い（ステップＳ３５）、ベリファイの結果に基づいて、
ディフェクト管理情報１２０を更新する。ここで、更新されるディフェクト管理情報１２
０は、ドライブユニット３００のディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されたディ
フェクト管理情報である。具体的には、ベリファイの結果、記録データの記録に失敗した
ことを認識したときには（ステップＳ３６：ＹＥＳ）、ドライブユニット３００のＣＰＵ
３６１は、当該記録に失敗した記録データをスペアエリア１０９又は１１０に記録する（
ステップＳ３７）。続いて、ＣＰＵ３６１は、当該記録データの記録すべきであった場所
にディフェクトが存在すると推測し、その場所を示すディフェクトアドレスとそれに対応
する代替記録アドレスとの組合せであるディフェクトリストエントリ１２３をディフェク
トリスト１２２に記録する（ステップＳ３８）。
【０２０９】
この場合、ＣＰＵ３６１は、ディフェクトリストエントリ１２３が含むディフェクトアド
レスに応じて、各ディフェクトリストエントリ１２３がソートされた状態にあるディフェ
クトリスト１２２として記録する。
【０２１０】
今回記録すべき記録データの一連のブロックについて上記ステップＳ３４ないしＳ３８の
処理が終了したとき（ステップＳ３９：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３６１は、更新したディフェク
ト管理情報１２０を光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５
に記録する（ステップＳ４０）。尚、ここで一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１
０５に記録されるディフェクト管理情報１２０は、ディフェクト管理情報作成部３６０内
に記憶されたディフェクト管理情報である。
【０２１１】
このときディフェクトリスト１２２のサイズがＥＣＣクラスタのサイズよりも大きければ
、上述の如くディフェクトリスト１２２を分割して一時的ディフェクト管理エリア１０４
又は１０５に記録することとなる。係る動作について、図１７を参照しながら以下に説明
する。ここに、図１７は、分割されたディフェクトリスト１２２の記録動作の詳細を示す
フローチャートである。
【０２１２】
図１７に示すように、ＣＰＵ３６１は、新たに追加するディフェクトリストエントリ１２
３を更に加えて、ディフェクトリスト１２２（或いは、その一部）を一つのＥＣＣクラス
タ１１１に記録できるか否かを判定する（ステップＳ４１）。
【０２１３】
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この判定の結果、ＥＣＣクラスタ１１１に記録可能であると判定されれば（ステップＳ４
１：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３６１の制御の下で、新たに追加するディフェクトリストエントリ
１２３を追加したディフェクトリスト１２２（或いは、その一部）が、一時的ディフェク
ト管理エリア１０４又は１０５のＥＣＣクラスタ１１１に記録される（ステップＳ４６）
。
【０２１４】
他方、ＥＣＣクラスタ１１１に記録可能でないと判定されれば（ステップＳ４１：Ｎｏ）
、ＣＰＵ３６１は、当該記録可能でないと判定されたディフェクトリスト１２２（或いは
、その一部）中のディフェクトリストエントリ１２３が含むディフェクトアドレスを参照
する。そして、該ディフェクトリスト１２２（或いは、その一部）中のディフェクトリス
トエントリ１２３の中心に存在するディフェクトリストエントリ１２３のディフェクトア
ドレス（以降、適宜“中心アドレス”と称する）を算出する（ステップＳ４２）。尚、ス
テップＳ４３の動作における「中心」とは、図７における「中心」と同様の意味を示すも
のである。
【０２１５】
そして、ＣＰＵ３６１は、ディフェクトリスト１２２（或いは、その一部）に含まれるデ
ィフェクトリストエントリ１２３及び追加すべきディフェクトリストエントリ１２３の夫
々のディフェクトアドレスを、ステップＳ４２にて算出された中心アドレスよりも小さい
か否かを比較する（ステップＳ４３）。
【０２１６】
この判定の結果、小さいと判定されれば（ステップＳ４３：Ｙｅｓ）、２つに分割するデ
ィフェクトリスト中、中心アドレスよりも小さいディフェクトアドレスを有するディフェ
クトリストエントリ１２３のグループに含めて記録する（ステップＳ４４）。
【０２１７】
他方、大きいと判定されれば（ステップＳ４３：Ｎｏ）、２つに分割するディフェクトリ
スト中、中心アドレスよりも大きいディフェクトアドレスを有するディフェクトリストエ
ントリ１２３のグループに含めて記録する（ステップＳ４５）。
【０２１８】
そして、全てのディフェクトリストエントリ１２３について、大小関係の判定が終了した
か否かを判定する（ステップＳ４７）。
【０２１９】
この判定の結果、全てのディフェクトリストエントリ１２３について終了していなければ
（ステップＳ４７：Ｎｏ）、再度ステップＳ４３において判定を行う。他方、全てのディ
フェクトリストエントリ１２３について終了していれば（ステップＳ４７：Ｙｅｓ）、デ
ィフェクトリスト１２２の記録動作を終了する。なお、上記手順において、追加すべきデ
ィフェクトリストエントリ１２３が複数であった場合、 即ち（ステップＳ４７：Ｎｏ）
を何度か繰り返す場合は、（ステップＳ４４）及び（ステップＳ４５）での記録は、実際
のメディアに対する記録を行う必要はない。（ステップＳ４４）及び（ステップＳ４５）
の処理は、ドライブのメモリ上で追加処理を行い、（ステップＳ４７：Ｙｅｓ）の後にま
とめて記録するようにしてもよい。
【０２２０】
これ以降の記録動作は、追加するディフェクトリストエントリ１２３のディフェクトアド
レスの値と、ステップＳ４２にて算出した中心アドレスの値との大小関係に応じて、２つ
に分割したディフェクトリスト１２２のうちいずれか一方のみを追記していくこととなる
。係る記録の態様については、以下の具体例（特に、図２４から図２６）を参照して、詳
述する。
【０２２１】
以上で、記録動作は完了する。
【０２２２】
ここで、記録動作について、図１８から図２７を参照して、光ディスク１００上の記録内
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容を例示しながらより詳細に説明する。ここに、図１８から図２６は、記録再生装置２０
０によるディフェクトリストの記録の過程を概念的に示す説明図であり、図２７は、図２
６における過程が終了した時点のポインタ情報１２４の記録内容を示す図である。
【０２２３】
図１８に示すように、２０クラスタのユーザデータエリア１０８と８クラスタのスペアエ
リア１０９又は１１０が光ディスク上に設けられているとする。尚、ユーザデータエリア
１０８のアドレスは、“０番地”から“１９番地”にて示され、スペアエリアのアドレス
は、“０番地”から“７番地“にて示されるとする。
【０２２４】
図１９に示すように、ユーザデータエリア１０８の“７番地”においてディフェクトが検
出されたとする。尚、図１９のユーザデータエリア１０８における“Ｄ”は、ディフェク
トが検出されていることを示している。このとき、記録再生装置２００は、ＣＰＵ３６１
の制御の下に、図１６におけるステップＳ３７からステップＳ４０までの動作を行う。即
ち、ユーザデータエリア１０８の“７番地”に記録される（或いは、記録されていた）記
録データをスペアエリア１０９又は１１０の“０番地”に記録する。加えて、一時的ディ
フェクト管理エリア１０４又は１０５へディフェクト情報１２０（即ち、ディフェクトリ
スト１２２）を記録する。
【０２２５】
ここでは、一つのＥＣＣクラスタ１１１に一つのディフェクトリストエントリ１２３が記
録されることとなる。このディフェクトリストエントリ１２３は、ユーザデータエリア１
０８の“７番地”を示すディフェクトアドレスとスペアエリア１０９又は１１０の“０番
地”を示す代替記録アドレスを含んでいる。即ち、図１９の一時的ディフェクト管理エリ
ア１０８に示される「７－０」は、「ユーザデータエリア１０８の“７番地”にディフェ
クトが検出され、係る位置に記録されるべきデータはスペアエリア１０９又は１１０の“
０番地”に記録されている」ことを示している。
【０２２６】
そして、図２０に示すように、ユーザデータエリア１０８の“２番地”において、新たな
ディフェクトが検出されれば、記録再生装置２００は、ユーザデータエリア１０８の“２
番地”に記録される（或いは、記録されていた）記録データをスペアエリア１０９又は１
１０の“１番地”に記録する。更に“２－１”にて示されるディフェクトリストエントリ
１２３を追加した新たなディフェクトリスト１２２を一時的ディフェクト管理エリア１０
４又は１０５に追記する。
【０２２７】
この場合、ＣＰＵ３６１（或いは、ＣＰＵ３６１の制御下にあるディフェクト管理情報作
成部３６０）は、図１９にて記録した“７－０”にて示されるディフェクトリストエント
リ１２３と、そのディフェクトアドレスの値によってソートした後、一時的ディフェクト
管理エリア１０４又は１０５へ記録することとなる。そして、このとき当該記録再生装置
２００において有効なディフェクトリスト１２２は、新たに記録したディフェクトリスト
１２２となる。
【０２２８】
そして、図２１に示すように、ユーザデータエリア１０８の“６番地”において、新たな
ディフェクトが検出されれば、記録再生装置２００は、ユーザデータエリア１０８の“６
番地”に記録されるべき（或いは、記録されていた）記録データをスペアエリア１０９又
は１１０の“２番地”に記録する。更に“６－２”にて示されるディフェクトリストエン
トリ１２３を追加した新たなディフェクトリスト１２２を一時的ディフェクト管理エリア
１０４又は１０５に追記する。
【０２２９】
又、図２２に示すように、ユーザデータエリア１０８の“９番地”において、新たなディ
フェクトが検出されれば、記録再生装置２００は、ユーザデータエリア１０８の“９番地
”に記録されるべき（或いは、記録されていた）記録データをスペアエリア１０９又は１
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１０の“３番地”に記録する。更に“９－３”にて示されるディフェクトリストエントリ
１２３を追加した新たなディフェクトリスト１２２を一時的ディフェクト管理エリア１０
４又は１０５に追記する。
【０２３０】
その後、図２３に示すように、更にユーザデータエリア１０８の“１３番地”においてデ
ィフェクトが検出されれば、記録再生装置２００は、ユーザデータエリア１０８の“１３
番地”に記録されるべき（或いは、記録されていた）記録データをスペアエリア１０９又
は１１０の“４番地”に記録する。
【０２３１】
ここで、ＣＰＵ３６１は、“１３－４”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３
を追加した新たなディフェクトリスト１２２は、１つのＥＣＣクラスタ１１１のサイズよ
りも大きなサイズを有していると判断する。従って、ＣＰＵ３６１は、該ディフェクトリ
スト１２２を分割した後、２つのＥＣＣクラスタ１１１を使用して、ディフェクトリスト
１２２を記録することとなる。
【０２３２】
具体的には、“１３－４”にて示される新たなディフェクトリストエントリ１２３の追加
前のディフェクトリスト１２２中に含まれる４つのディフェクトリストエントリ１２３の
夫々のディフェクトアドレスを比較し、中心アドレスを算出する。この場合、ＣＰＵ３６
１は、中心アドレスが２番目に小さな“６番地”にて示されるディフェクトアドレスであ
ると判断する。従って、“６番地”より小さいディフェクトアドレスを有する“２－１”
及び“６－２”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３のグループと、“６番地
”より大きいディフェクトアドレスを有する“７－０”及び“９－３”にて示されるディ
フェクトリストエントリ１２３のグループとの２つにディフェクトリスト１２２を分割す
る。そして、追加されるディフェクトリストエントリ１２３が含むディフェクトアドレス
である“１３番地”は、中心アドレスの値である“６番地”よりも大きいため、“７－０
”及び“９－３”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３のグループに含められ
る。従って、ＣＰＵ３６１は、図２３中下段に示すようにディフェクトリスト１２２を分
割して記録することとなる。
【０２３３】
同時に、ＣＰＵ３６１は、ポインタ情報１２４を新たに作成し、設定情報１２１に含めて
、或いはディフェクトリスト１２２の一部に含めて一時的ディフェクト管理エリア１０４
又は１０５に記録する。そして、ポインタ情報１２４は以降、有効な（即ち、最新のディ
フェクトを反映している）ディフェクトリスト１２２の一時的ディフェクト管理エリア１
０４又は１０５における記録位置が変更する度に、新たに生成され記録されることとなる
。
【０２３４】
その後、図２４に示すように、ユーザデータエリア１０８の“１１番地”においてディフ
ェクトが検出されれば、記録再生装置２００は、ユーザデータエリア１０８の“１１番地
”に記録されるべき（或いは、記録されていた）記録データをスペアエリア１０９又は１
１０の“５番地”に記録する。
【０２３５】
更に、“１１－５”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３を追加し新たなディ
フェクトリスト１２２を一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５に記録する。
【０２３６】
ここで、特に、当該ディフェクトリストエントリ１２３のディフェクトアドレスである“
１１番地”は、図２３の時点での中心アドレスである“６番地”よりも大きいため、“７
－０”、“９－３”及び“１３－４”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３の
グループに含めて新たに追記する。そして、“２－１”及び“６－２”にて示されるディ
フェクトリストエントリ１２３の集合は新たに追記することなく、図２３にて追記したデ
ィフェクトリストエントリ１２３が有効なものとして扱われる。
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【０２３７】
そして、図２５に示すように、ユーザデータエリア１０８の“１２番地”においてディフ
ェクトが検出されれば、記録再生装置２００は、ユーザデータエリア１０８の“１２番地
”に記録されるべき（或いは、記録されていた）記録データをスペアエリア１０９又は１
１０の“６番地”に記録する。
【０２３８】
更に、“１２－６”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３を追加し新たなディ
フェクトリスト１２２を一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５に記録する。
【０２３９】
ここで、追加するディフェクトリストエントリ１２３のディフェクトアドレスである“１
２番地”は、図２３の時点での中心アドレスである“６番地”よりも大きいため、“７－
０”、“９－３”、“１１－５”及び“１３－４”にて示されるディフェクトリストエン
トリ１２３のグループに含めて新たに追記するとＣＰＵ３６１は判断する。
【０２４０】
しかしながら、係るディフェクトリストエントリ１２３の集合は、一つのＥＣＣクラスタ
１１１のサイズよりも大きいサイズを有しているため、再度分割してディフェクトリスト
１２２を記録することとなる。この場合、当該ディフェクトリストエントリ１２３の集合
のディフェクトアドレスのうち中心アドレスは、“９番地”であるとＣＰＵ３６１は判断
する。従って、中心アドレスより小さいディフェクトアドレスを有する“７－０”及び“
９－３”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３のグループと、中心アドレスよ
り大きいディフェクトアドレスを有する“１１－５”及び“１３－４”にて示されるディ
フェクトリストエントリ１２３のグループとに分割して記録し、且つ後者のディフェクト
リストエントリ１２３のグループに、“１２－６”にて示されるディフェクトリストエン
トリ１２３を追加して記録する。
【０２４１】
そして、図２６に示すように、ユーザデータエリア１０８の“０番地”においてディフェ
クトが検出されれば、記録再生装置２００は、ユーザデータエリア１０８の“０番地”に
記録されるべき（或いは、記録されていた）記録データをスペアエリア１０９又は１１０
の“７番地”に記録する。
【０２４２】
更に、“０－７”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３を追加し新たなディフ
ェクトリスト１２２を一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５に記録する。
【０２４３】
この場合、追加するディフェクトリストエントリ１２３のディフェクトアドレスである“
０番地”は、図２３の時点での中心アドレスである“６番地”よりも小さいため、“２－
１”及び“６－２”にて示されるディフェクトリストエントリ１２３のグループに含めて
新たに追記する。
【０２４４】
尚、図２６中、一時的ディフェクト管理エリア１０４又は１０５の各ＥＣＣクラスタ１１
１の上部に付された数値は、当該ＥＣＣクラスタ１１１のアドレスを示している。係るア
ドレス値を用いて、ポインタ情報１２４は、ＣＰＵ３６１により適宜作成され、記録され
ることとなる。
【０２４５】
ここで、図２６の時点におけるポインタ情報１２４を、図２７を参照して説明する。図２
７に示すように、ディフェクトリスト物理アドレス＃１は、一時的ディフェクト管理エリ
ア中“９番地”を示しており、ディフェクトリスト物理アドレス＃２は、一時的ディフェ
クト管理エリア中“７番地”を示しており、ディフェクトリスト物理アドレス＃３は、一
時的ディフェクト管理エリア中“８番地”を示している。即ち、ディフェクトリスト物理
アドレスは、分割されたディフェクトリスト１２２のうち、相対的に小さなディフェクト
アドレスを有するディフェクトリストエントリ１２３のグループの順にソートされた状態
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で記録されている。これにより、記録再生装置２００は、ポインタ情報１２４を参照すれ
ば、分割されたディフェクトリスト１２２から比較的容易に元通り組み合わされたディフ
ェクトリス１２２を読み取ることが可能となる。
【０２４６】
ここで、スペアエリア１０９又は１１０に空き容量が無くなることから、当該光ディスク
１００にこれ以降記録データを記録することはできなくなる。
【０２４７】
以上のように、記録再生装置２００は、ディフェクトリスト１２２を適宜分割しながら記
録していき、光ディスク１００の記録容量を効率的に使用しながら、即ちディフェクト管
理情報１２０の記録（或いは、追記）に必要なデータ容量を抑えながらも、適切にディフ
ェクト管理を行うことが可能となる。
【０２４８】
次に、記録再生装置２００におけるファイナライズ処理について説明する。図２８はファ
イナライズ処理を示している。例えばユーザがファイナライズ処理を行う旨の指示を入力
すると（図１６中のステップＳ３１：ＹＥＳ）、記録再生装置２００は、光ディスクがフ
ァイナライズ済みでないことを確認した上で（ステップＳ５１：ＹＥＳ）、その光ディス
ク１００に対してファイナライズ処理を行う（ステップＳ５２）。ファイナライズ処理の
際に、記録再生装置２００は、ディフェクト管理情報１２０を光ディスク１００の確定的
ディフェクト管理エリア１０６又は１０７に記録する（ステップＳ５３）。
【０２４９】
このとき、上述したように、ディフェクト管理情報１２０を反復的に２回記録してもよい
。但し、１回の記録であってもよいし、或いは３回以上の複数回の記録であってもよい。
尚、ここで確定的ディフェクト管理エリア１０６又は１０７に記録されるディフェクト管
理情報１２０は、ディフェクト管理情報作成部３６０内に記憶されたディフェクト管理情
報１２０である。以上で、ファイナライズ処理は完了する。
【０２５０】
次に、記録再生装置２００の再生動作について説明する。図２９は記録再生装置２００の
再生動作を示している。
【０２５１】
ユーザが再生開始の指示を入力すると（ステップＳ３２：ＹＥＳ）、記録再生装置２００
は、光ディスク１００が未記録ディスクでないことを確認した上で（ステップＳ７１：Ｎ
Ｏ）、光ディスク１００のユーザデータエリア１０８に記録された記録データを再生する
（ステップＳ７２）。記録再生装置２００は、バックエンド４００のディフェクト管理４
７７部に記憶されたディフェクト管理情報１２０に基づいてディフェクト管理を行いなが
ら、記録データの再生を行う。
【０２５２】
尚、このときのディフェクト管理情報１２０は、図１５のステップＳ１７における記録再
生装置２００の動作により、予めポインタ情報１２４に従って、元通り組み合わされたデ
ィフェクトリスト１２２を含んでいることが好ましい。但し、分解されたディフェクトリ
スト１２２の状態のまま、ディフェクト管理部４７７に記憶されていても、再生時に適宜
ポインタ情報１２４を参照することで、適切なディフェクトリスト１２２を生成しながら
再生するように構成してもよい。
【０２５３】
以上より、本実施例の記録再生装置２００によれば、光ディスク１００をファイナライズ
する前においては、ディフェクト管理情報１２０を光ディスク１００の一時的ディフェク
ト管理エリア１０４又は１０５に記録し、光ディスク１００をファイナライズするときに
は、ディフェクト管理情報１２０を光ディスク１００の確定的ディフェクト管理エリア１
０６又は１０７に記録する。又はファイナライズされていない光ディスク１００に対して
は、ディフェクト管理情報１２０を光ディスク１００の一時的ディフェクト管理エリア１
０４又は１０５から読み取り、ファイナライズ済みの光ディスク１００に対しては、ディ
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フェクト管理情報１２０を光ディスク１００の確定的ディフェクト管理エリア１０６又は
１０７から読み取る。これにより、ファイナライズ前の光ディスク１００に対しても、フ
ァイナライズ済みの光ディスク１００に対しても、適切なディフェクト管理を行いながら
、記録データの記録又は再生を実現することができる。
【０２５４】
特に、ディフェクトリスト１２２を適宜分割して一時的ディフェクト管理エリア１０４又
は１０５に記録することで、当該ディフェクトリスト１２２の記録（即ち、追記）に必要
な記録容量を削減することが可能となる。従って、一時的ディフェクト管理エリア１０４
又は１０５に空き容量が無くなることでディフェクト管理を行うことができなくなるとい
った事態を起きにくくすることができる。即ち、ディフェクト管理をより長い期間行うこ
とができ、光ディスク１００の寿命を延ばすことが可能となる。
【０２５５】
また、本実施例の記録再生装置２００によれば、ファイナライズ処理の際に、ディフェク
ト管理情報１２０を光ディスク１００の確定的ディフェクト管理エリア１０６又は１０７
に記録する構成としたから、追記型光ディスク１００と一般の書換型光ディスクとの間で
再生時の互換性を確立することができる。
【０２５６】
尚、上述した実施例では、本発明の情報記録媒体を一層の光ディスクに適用した場合を例
に挙げたが、本発明はこれに限らず、２層以上の光ディスクにも適用することができる。
図３０は本発明の情報記録媒体を２層光ディスクに適用した場合の例を示している。図３
０中の２層光ディスク１５０の第１層（図３０中の上段）には、光ディスク１００と同様
に、その最内周側にリードインエリア１５１が存在し、以下その外周に向けて、一時的デ
ィフェクト管理エリア１５４、スペアエリア１５９、ユーザデータエリア１５８、スペア
エリア１６０、一時的ディフェクト管理エリア１５５、リードアウトエリア１５３が配置
されている。第２層にも、光ディスク１００と同様に、その最内周側にリードインエリア
１７１が存在し、以下その外周に向けて、一時的ディフェクト管理エリア１７４、スペア
エリア１７９、ユーザデータエリア１７８、スペアエリア１８０、一時的ディフェクト管
理エリア１７５、リードアウトエリア１７３が配置されている。
【０２５７】
尚、図３０における２層以上の光ディスクに係る説明は、第１層と第２層の記録方向が同
一のパラレルトラックパスの例を示すが、第１層と第２層の記録方向が逆方向となるオポ
ジットトラックパスの形態を採ってもよい。
【０２５８】
尚、本発明の実施例の説明に用いた図面は、本発明の記録媒体、記録装置又は再生装置の
構成要素等を、その技術思想を説明する限りにおいて具体化したものであり、各構成要素
等の形状、大きさ、位置、接続関係などは、これに限定されるものではない。
【０２５９】
加えて、上述の実施例では、記録媒体の一例として光ディスク１００並びに再生記録装置
の一例として光ディスク１００に係るレコーダ又はプレーヤについて説明したが、本発明
は、光ディスク並びにそのレコーダ又はプレーヤに限られるものではなく、他の高密度記
録或いは高転送レート対応の各種情報記録媒体並びにそのレコーダ又はプレーヤにも適用
可能である。
【０２６０】
また、本発明は、請求の範囲及び明細書全体から読み取るこのできる発明の要旨又は思想
に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う情報記録媒体、記録装置、
再生装置、記録方法、再生方法並びにこれらの機能を実現するコンピュータプログラムも
また本発明の技術思想に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報記録媒体の実施例を示す説明図である。
【図２】実施例におけるディフェクト管理情報の内容を示す説明図である。
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【図３】実施例におけるディフェクトリストの一例を示す説明図である。
【図４】実施例における一時的ディフェクト管理エリアの記録単位を概念的に示す説明図
である。
【図５】実施例におけるＥＣＣクラスタへのディフェクトリストエントリの記録の態様を
概念的に示す説明図である。
【図６】実施例におけるディフェクトリスト等が記録された一時的ディフェクト管理エリ
アのデータ構成を概念的に示す説明図である。
【図７】実施例における光ディスクに記録されたディフェクトリストと、該ディフェクト
リストが記録されるまでの過程を概念的に示す説明図である。
【図８】図７に示すディフェクトリストに対応するユーザデータエリアのディフェクト発
生の様子を概念的に示した説明図である。
【図９】図７に示したディフェクトリストの記録の様子の比較例を概念的に示した説明図
である。
【図１０】実施例におけるポインタ情報が設定情報中に含まれている場合の、該設定情報
のデータ構造を概念的に示す説明図である
【図１１】実施例におけるポインタ情報がディフェクトリスト中に含まれている場合の、
該ディフェクトリストのデータ構造を概念的に示す説明図である。
【図１２】本発明の記録装置及び再生装置の実施例である記録再生装置を示すブロック図
である。
【図１３】実施例の記録再生装置のディスクドライブを示すブロック図である。
【図１４】実施例の記録再生装置のバックエンドを示すブロック図である。
【図１５】実施例の記録再生装置における初期設定動作を示すフローチャートである。
【図１６】実施例の記録再生装置における記録動作等を示すフローチャートである。
【図１７】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１８】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の一の過程を示す説明図である。
【図１９】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２０】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２１】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２２】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２３】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２４】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２５】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２６】実施例の記録再生装置におけるディフェクトリストの分割記録動作中の光ディ
スク上の記録内容の他の過程を示す説明図である。
【図２７】図２７における分割記録動作が終了した時点におけるポインタ情報の記録内容
を示す説明図である。
【図２８】実施例の記録再生装置におけるファイナライズ処理を示すフローチャートであ
る。
【図２９】実施例の記録再生装置における再生動作を示すフローチャートである。
【図３０】本発明の情報記録媒体の他の実施例を示す説明図である。
【符号の説明】
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１００…光ディスク
１０１…リードインエリア
１０３…リードアウトエリア
１０４、１０５…一時的ディフェクト管理エリア
１０６、１０７…確定的ディフェクト管理エリア
１０８…ユーザデータエリア
１０９、１１０…スペアエリア
１１１…ＥＣＣクラスタ
１２０…ディフェクト管理情報
１２２…ディフェクトリスト
１２３…ディフェクトリストエントリ
１２４…ポインタ情報
２００…記録再生装置
３６０…ディフェクト管理情報作成部
４７７…ディフェクト管理部

【図１】 【図２】

【図３】
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