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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの記録領域に分割されるユーザデータ領域を含む記録媒体の上書き方法
であって、
　前記ユーザデータ領域の記録領域の記録された部分にデータを記録するコマンドを受信
するステップと、
　前記記録媒体の管理領域に記録され、各記録領域の状態を示す管理情報にアクセスする
ステップと、
　前記管理情報に基づいて、前記データを記録するための置き換え部分として、前記記録
媒体の未記録部分を選択するステップと、
　前記置き換え部分の前記データを記録するステップと
　を備え、
　前記選択するステップは、前記記録された部分を含む前記記録領域が記録に利用可能で
ある場合、前記置き換え部分として前記記録された部分を含む同じ前記記録領域内の未記
録部分を選択し、
　前記選択するステップは、前記記録された部分を含む前記記録領域が記録に利用可能で
ない場合、前記置き換え部分として他の記録領域内の未記録部分を選択し、
　前記選択するステップは、前記記録領域の未記録部分が前記データを格納するのに十分
でない場合、置き換え部分として利用可能でない部分と判断することを含むこと
　を特徴とする記録媒体の上書き方法。
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【請求項２】
　前記管理情報は、前記ユーザデータ領域の未記録部分を示すことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記選択するステップは、前記ユーザデータ領域の前記未記録部分内で、記録単位の開
始として前記置き換え部分の始まりを判断することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記記録領域は、連続的にデータを記録するそれぞれのためのものであることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にオープンの状態を有する場合、前記記
録された部分を含む前記記録領域は記録に利用可能であることを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記管理情報は、前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にオープンの状態を有
するかどうかを示すことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記各状態は、関連した記録領域が記録にオープンであるかどうかを示すことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にクローズトの状態を有する場合、前記
記録された部分を含む前記記録領域は記録に利用可能でないことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　前記選択された記録領域は、前記記録された部分を含む前記記録領域と最も近い記録領
域であることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記選択するステップは、前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にクローズト
の状態を有するかどうかを判断することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記各状態は、関連する記録領域が記録にクローズトであるかどうかを示すことを特徴
とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記記録媒体の前記管理領域内にエントリを記録するステップをさらに備え、前記エン
トリは、前記記録された部分の位置及び前記置き換え部分の位置を示すことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つの記録領域に分割されるユーザデータ領域を含む記録媒体上にデータを
記録する装置であって、
　前記記録媒体上にデータを記録するよう構成されたピックアップと、
　前記ユーザデータ領域の記録領域の記録された部分にデータを記録するための命令を受
信するよう構成され、前記記録媒体の管理領域に記録され前記少なくとも１つの記録領域
の状態を示す管理情報にアクセスするように構成され、前記管理情報に基づいて前記デー
タを記録するための置き換え部分として前記記録媒体の未記録部分を選択するよう構成さ
れ、ならびに前記置き換え部分内に前記データを記録するための前記ピックアップを制御
するよう構成された前記制御部と
　を備え、
　前記制御部は、前記記録された部分を含む前記記録領域が記録に利用可能である場合、
前記置き換え部分として前記記録された部分を含む同じ前記記録領域内の未記録部分を選
択するように構成されており、前記制御部は、前記記録された部分を含む前記記録領域が
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記録に利用可能でない場合、前記置き換え部分として他の記録領域内の未記録部分を選択
するように構成されており、
　前記制御部は、前記記録領域の未記録部分が前記データを格納するのに十分でない場合
、置き換え部分として利用可能でない部分と判断するように構成されていること
　を特徴とするデータを記録する装置。
【請求項１４】
　前記管理情報は、前記ユーザデータ領域の未記録部分を示すことを特徴とする請求項１
３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの記録領域は、連続的にデータを記録するそれぞれのためのもので
あることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にオープンの状態を有する場合、前記記
録された部分を含む前記記録領域は記録に利用可能であることを特徴とする請求項１３に
記載の装置。
【請求項１７】
　前記管理情報は、前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にオープンの状態を有
するかどうかを示すことを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記各状態は、関連した記録領域が記録にオープンであるかどうかを示すことを特徴と
する請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にクローズトの状態を有する場合、前記
記録された部分を含む前記記録領域は記録に利用可能でないことを特徴とする請求項１３
に記載の装置。
【請求項２０】
　前記選択された記録領域は、前記記録された部分を含む前記記録領域と最も近い記録領
域であることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　前記制御部は、前記記録された部分を含む前記記録領域が記録にクローズトの状態を有
するかどうかを判断することを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項２２】
　前記各状態は、関連する記録領域が記録にクローズトであるかどうかを示すことを特徴
とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記制御部は、前記記録媒体の前記管理領域内にエントリを記録するピックアップを制
御するように構成され、前記エントリは、前記記録された部分の位置及び前記置き換え部
分の位置を示すことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体並びに記録媒体に係る方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　書き換え可能なブルーレイディスク(ＢＤ－ＲＥ：Blue-ray Rewritable disc)などの、
高音質のオーディオデータ及び高画質のビデオデータを、長時間にわたって記録及び格納
できる新しいタイプの高密度光ディスクが開発されている。図１に示すように、ＢＤ－Ｒ
Ｅは、リードイン領域、データ領域及びリードアウト領域を有する。データゾーンの先頭
及び末尾には、内部スペア領域ＩＳＡ(Inner Spare Area)及び外部スペア領域ＯＳＡ(Out
er Spare Area)がそれぞれ割り当てられる。ＢＤ－ＲＥの記録単位はクラスタである。
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【０００３】
　図１によれば、データの記録中、データゾーン内に欠陥領域が存在するか否かを検出で
きる。欠陥領域が検出される場合、置き換えの記録動作が行われる。例えば、欠陥領域に
記録する予定のデータをスペア領域(例えば、ＩＳＡ)に記録する。その後、検知した欠陥
領域の位置情報と、スペア領域に記録された置き換えは、管理情報として、リードイン領
域内に位置づけられたディスク管理領域ＤＭＡ(defect list)の欠陥リストＤＦＬ(defect
 list)に記録及び格納される。
【０００４】
　このデータの読取り動作の間、欠陥領域のデータの代りに、ＤＦＬにアクセスすること
によって、スペア領域に記録されたデータを読み出して再生する。これにより、データ記
録／再生の誤りを防止する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　追記型記録可能なブルーレイディスクＢＤ－ＷＯ(write-once recordable Blue-ray di
sc)も開発中である。書換え可能なディスクとは異なり、追記型記録可能な光ディスクの
全体領域に１度だけデータを記録することができ、光ディスクに物理的にデータを上書き
することはできない。それにも関わらず、記録されたデータを編集または部分的に修正す
る場合もあり得る。例えば、ホストまたはユーザの便宜のために、データの仮想的な上書
きが要求されることがある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　記録媒体の上書き方法の実施形態において、記録媒体上に記録するためのデータが、記
録媒体のユーザデータ領域の記録された部分に記録されることになるならば、記録媒体の
未記録部分を、データを記録するための置き換え部分として選択し、置き換え部分にデー
タを記録する。
【０００７】
　例えば、記録媒体のユーザデータ領域の未記録部分が代替部分として選択される。一実
施形態において、ユーザデータ領域は多くの記録領域に分割され、記録領域の未記録部分
が置き換え部分として選択される。一実施形態において、選択するステップは、記録され
た部分を含む記録領域内の未記録部分を置き換え部分として選択する。他の一実施形態に
おいて、記録された部分を含む記録領域と異なる記録領域の未記録部分が選択される。さ
らに他の一実施形態において、前記ユーザデータ領域と分離されるスペア領域が選択され
る。
【０００８】
　他の実施形態において、記録媒体上に書かれるデータが、記録媒体のユーザデータ領域
の記録された部分に記録されるか否かを判断するために、記録媒体の管理領域内に記録さ
れた管理情報にアクセスする。
【０００９】
　さらに他の実施形態において、記録された部分の位置及び置き換え部分の位置を示すた
めに、記録媒体の管理領域内にエントリを記録する。
【００１０】
　記録媒体のユーザデータ領域からデータを読む方法の実施形態において、記録媒体の管
理領域内の管理情報がアクセスされる。管理情報は、ユーザデータ領域の最初に記録され
た部分と、ユーザデータ領域の２番目に記録された部分を含む。２番目に記録された部分
は、最初に記録された部分に上書きするデータを含む。最初に記録された部分からデータ
を読むためのコマンドを受信するとき、２番目に記録された部分のデータが読み出される
。
【００１１】
　本発明の実施形態は、本発明の方法を実行するための装置をさらに含む。
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【００１２】
　また、本発明の実施形態は、記録媒体上へのデータの上書きを管理するためのデータ構
造を有する記録媒体に関する。この実施形態において記録媒体は、少なくとも一つのエン
トリを格納するための管理領域を含む。このエントリは、データが上書きされることにな
る記録媒体のユーザデータ領域の記録された部分を示し、上書きのためのデータを格納す
るユーザデータ領域の置き換え部分を示す。
【００１３】
　他の実施形態において、管理領域は、ユーザデータ領域の最初に記録された部分および
ユーザデータ領域の２番目に記録された部分を示す少なくとも１つのエントリを格納する
。ここで２番目の記録された部分は、１番目に記録された部分にデータを上書きするため
のデータを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明のさらなる理解を提供するために含まれ、この出願の一部を組み込まれ、構成さ
れる添付の図面は、発明の本質を説明するために提供された説明と共に、本発明の実施形
態を図示する。
【００１５】
　参照により、本発明の例示的実施形態への詳細な参照がなされ、これは、本発明によれ
ば、添付の図面に示されている。図面全体において、可能な限り、同じまたは似たような
部分を指すのに、同じ参照番号を使用する。
【００１６】
　図２は、本発明の実施形態による追記型高密度光ディスクの論理的上書き方法を示す。
同図に示すように、追記型高密度光ディスクは、リードイン領域、データ領域、及びリー
ドアウト領域を含む。データ領域は、ＩＳＡ、ＯＳＡ、及びユーザデータ領域を含む。リ
ードイン領域は、光ディスクへのデータ記録／再生のための多様な管理情報が記録する領
域として使用される。リードイン領域は、光ディスクの欠陥管理情報及び記録管理情報を
記録するための領域である、一時的ディスク管理領域(ＴＤＭＡ：Temporary Disc Manage
ment Area)で提供される場合がある。ディスクの使用中によく発生しうる記録管理情報の
更新を検知し、記録管理情報のアップデートするために、スペア領域内に分離された追加
のＴＤＭＡを割り当てることもできる。
【００１７】
　上記の構造を有する追記型光ディスクにおいて、データの記録は、シーケンシャル記録
モードＳＲＭ(Sequential Recording Mode)タイプと、ランダム記録モードＲＲＭ(Random
 Recording Mode)タイプの２つのタイプに分類できる。ＳＲＭタイプでは、光ディスク上
のデータの記録を容易にするために、実際のユーザデータが記録されるユーザデータ領域
を、記録データのために複数の連続的な記録領域に分割して記録する。分割された複数の
連続的な記録領域のそれぞれを、シーケンシャル記録範囲ＳＲＲ(Sequential Recording 
Range)という。ＳＲＲにおけるデータの記録は、次の記録可能（または書き込み可能）な
未記録クラスタ上で実行される。ＳＲＲ内の次の記録可能な未記録クラスタのアドレスを
次の記録可能なアドレスＮＷＡ(Next Writable Address)という。さらに詳しくは、ＳＲ
Ｒにおいて、記録された領域の後に直接続く未記録領域はＮＷＡとなり、データの記録は
ＮＷＡから開始される。したがって、ＮＷＡから始まるデータの連続的な記録が実行され
ると、ＮＷＡはデータの記録によって動的に増加するかもしれない。
【００１８】
　上記のＳＲＭ記タイプでは、記録された領域内、または一つのＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)内
の部分内の書き込み（または上書き）のためのコマンドは、ユーザまたはホストの要求に
よって与えられ（またはなされる）かもしれない。この場合、追記型光ディスクの特性の
ため、データの物理的書き込みが１回だけ実行でき、よって記録された領域のデータの書
き込み（または記録）は可能でない。言い換えると、データの上書きは物理的に実行でき
ない。本発明の実施形態によれば、記録可能な高密度光ディスクのＳＲＭタイプにおいて
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、記録された領域上へ上書きされることになるデータを要求する上書きコマンドが与えら
れると（またはなされると）、記録された部分に書かれることになるデータは、同一のＳ
ＲＲ内のＮＷＡの代わりに、他のＳＲＲ内のＮＷＡ又はスペア領域に記録される。これを
論理的上書きＬＯＷ（Logical Overwrite）という。
【００１９】
　例えば、図２に示すように、特定のＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)内の記録されたデータＡ領域
のデータＢのための書き込み（または記録）コマンドが伝達されると、データＡ領域に記
録されることになるデータＢは、データＡ領域を含むＳＲＲのＮＷＡである次の記録可能
な領域に記録されるか、或いはスペア領域(例えば、ＯＳＡ)のいずれかに記録される。デ
ータＡ領域を含むＳＲＲのＮＷＡにデータを記録するとき、このＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)か
らの次の記録可能な領域は、ＮＷＡ’となる。データの置き換え記録を実行した後、上記
のように、データを上書きしようとした領域(例えば、データＡ領域)、及び置き換え記録
領域(例えば、ユーザデータ領域のデータＢ領域、又はスペア領域のデータＢ領域)の位置
上の情報を、ＬＯＷエントリとしてＴＤＭＡ内に記録する。
【００２０】
　ＬＯＷエントリは、再割り当て欠陥ＲＡＤ(Re-Allocated Defect)タイプと、連続再割
り当て欠陥ＣＲＤ(Contiguous Re-allocated Defect)タイプの２つのタイプに広く分類さ
れる。
【００２１】
　ＲＡＤタイプのＬＯＷエントリは、単一のクラスタにおいて実行された論理的上書きの
情報を含む。各エントリは、論理的上書きが実行される領域の最初のクラスタの１番目の
物理的セクタ番号(ＰＳＮ：Physical Sector Number)と、論理的上書きの置き換え記録が
実行される領域の最初のクラスタの１番目のＰＳＮを含む。一方、ＣＲＤタイプのＬＯＷ
エントリは、複数の連続したクラスタで実行される論理的上書き上の情報を含み、したが
って２つのエントリを使用する。より詳しくは、２つのエントリのうちの１つは、論理的
上書きが実行される最初のクラスタの１番目のＰＳＮと、論理的上書きの置き換え記録が
実行される最初のクラスタの１番目のＰＳＮを含む。他のエントリは、論理的上書きが実
行される最後のクラスタの１番目のＰＳＮと、論理的上書きの置き換え記録が実行される
最後のクラスタの１番目のＰＳＮを含む。
【００２２】
　したがって、上記のように、論理的上書きされた光ディスクを後の処理で再生するとき
、光ディスクドライブは、ＴＤＭＡに記録されたエントリ情報を参照し、論理的上書き領
域及び置き換え記録領域の情報が確認し、これにより、データＡ領域の代わりに置き換え
記録データＢ領域を再生できる。ＳＲＭタイプでは、論理的上書きの置き換え記録を、ス
ペア領域よりユーザデータ領域のＮＷＡにおいて実行することが好ましい。より詳しくは
、記録可能な光ディスクにおいて、スペア領域は、欠陥管理として、欠陥領域の置き換え
記録のためにも使用される。したがって、スペア領域が論理的上書きの置き換え記録のた
めに使用される場合、不明確な利用に、ディスクの初期化の間、予め十分な範囲のスペア
領域を保証しなければならないという問題がある。したがって、このような問題を避ける
ために、ユーザデータ領域のＮＷＡにおいて、論理的上書きの置き換え記録を実行するの
が好ましいだろう。ＳＲＭタイプを使用するユーザデータ領域における論理的上書きが実
行される場合、論理的上書きは、ＳＲＲがオープンされる場合およびＳＲＲがクローズト
される場合に実行できる。
【００２３】
　図３は、論理的上書きが、本発明の実施形態による追記型光ディスクにおいて、オープ
ンＳＲＲ上で行われる例を示す。ＳＲＭにおいて、オープンＳＲＲとは、未記録ＳＲＲ又
はいくらかの記録できる領域（たとえば、未記録部分）が残っているＳＲＲのことをいう
。オープンＳＲＲはＮＷＡを有する。クローズトＳＲＲは、ＳＲＲにおいて記録可能な朗
生きがもはや残っていないまたは存在しないこと、或いは未記録領域または部分が残って
いても、ＳＲＲがクローズト状態へ変わり、ユーザまたはホストからの要求によってもも



(7) JP 4750111 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

はや許可できないことをいう。したがって、ＮＷＡは、クローズトＳＲＲには存在しない
。図３によれば、記録された領域のための上書きコマンドがオープンＳＲＲのために受け
取られるとき、置き換え記録は、オープンＳＲＲの任意で実行できる。言い換えると、記
録データＡ領域上の上書きデータＢのためのコマンドが、オープンＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)
のために受け取られると、データＡ領域上に記録されることになるデータＢは、データＡ
領域を含むＳＲＲのＮＷＡで開始して置き換え記録されるか、或いは、任意の他のオープ
ンＳＲＲのＮＷＡで開始して置き換え記録されるかのいずれかである。
【００２４】
　図４は、本発明の実施形態による追記型光ディスクにおいて、クローズとＳＲＲ上で実
行される論理的上書きの例を示す。図４によれば、ホストによって与えられる（またはな
される）書き込みコマンドが、クローズトＳＲＲの記録された領域上の上書きコマンドで
ある場合、クローズトＳＲＲはＮＷＡを含まないため、置き換え記録はオープンＳＲＲに
おいて実行される。このとき、クローズトＳＲＲの記録された領域上にデータを上書きす
る場合、置き換え記録をスペア領域内で実行することも可能である。より詳しくは、置き
換え記録は、オープンＳＲＲのＮＷＡで開始して、又はＯＳＡなどのスペア領域内で実行
される。クローズトＳＲＲのために、置き換え記録を、ユーザデータ領域の代わりにスペ
ア領域で特に実行することができる。
【００２５】
　上述のように、ＳＲＭにおける追記型高密度光ディスクの論理的上書きは、ＮＷＡにて
実行される。一実施形態として、最大１６個までのＳＲＲを割り当てることができ、した
がって、最大１６個までのＮＷＡも含むことができる。以下、本発明の実施形態によるＮ
ＷＡ選択方法を、図５を参照して詳細に説明する。
【００２６】
　図５は、本発明の実施形態による追記型光ディスクのシーケンシャル記録モードの論理
的上書きの間のＮＷＡ選択方法を示す。図５によれば、追記型高密度光ディスクのユーザ
データ領域内に複数の連続記録範囲（ＳＲＲ）を割り当てることができる。そしてこの実
施形態において、最大１６個のＳＲＲを割り当てることができ、各オープンＳＲＲは次の
記録可能な領域を示すＮＷＡを含む。
【００２７】
　この実施形態によると、存在可能な複数のＮＷＡのために、上書きコマンドが記録され
た領域上へ上書きされることになるデータを要求する場合、置き換え記録は上書きされる
ことになるデータを含むオープンＳＲＲ内で実行される。さらに詳しくは、データ上書き
コマンドが与えられた（またはなされた）ＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)内にＮＷＡが存在する場
合、置き換え記録はこのＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)のＮＷＡで実行される。上書きコマンドが
与えられた（またはなされた）ＳＲＲが利用可能でないならば、たとえば、オープンＳＲ
ＲがクローズトＳＲＲに変更（または修正）されたならば、置き換え記録は、隣のＳＲＲ
のＮＷＡで実行される。
【００２８】
　したがって、上書きされることになるこのＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)がクローズトＳＲＲで
ある場合、置き換え記録は、ＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ)の前のオープンＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ－
１)又は次のオープンＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ＋１)で実行される。また、未記録部分が、置き
換え記録のために不適切および不十分であるかもしれないので、このＳＲＲ領域は利用可
能でないかもしれない。言い換えると、ＳＲＲ(ＳＲＲ ＃ｎ) または隣接するＳＲＲ(Ｓ
ＲＲ＃ｎ＋１またはＳＲＲ＃ｎ－１)の残っている記録可能な領域は、不十分かもしれず
、したがって、置き換え記録は一度も遂行されないかもしれない。
【００２９】
　本発明の一実施形態において、このＳＲＲ又は隣接したＳＲＲの残っている記録可能領
域が、置き換え記録を実行するのに充分でない場合、置き換え記録はその後、充分な記録
可能（または書き込み可能）領域を有するＳＲＲ＃ｎに最も近いオープンＳＲＲにおいて
実行される。上記のようにデータの置き換え記録が実行されると、置き換え記録された領
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域の連続性が保証される。さらに、上書き領域及び置き換え記録領域のアドレスが記録さ
れるＲＡＤエントリ又は連続ＣＲＤエントリの浪費を防止することができる。
【００３０】
　一方で、本発明の他の実施形態において、ＳＲＲ又は隣接したＳＲＲのための残ってい
る記録可能領域が置き換え記録を実行するのに不十分な場合、置き換え記録は不十分な領
域で実行され、残っているデータの置き換え記録は、次の隣接したオープンＳＲＲにおい
て続けることができる。上記の方法を使用した場合、論理的上書きの置き換え記録情報を
示すために、複数のＲＡＤ又はＣＲＤエントリが存在するかもしれない。さらに、本発明
のさらに他の実施形態においても、論理的上書きの置き換え記録は、最初のオープンＳＲ
Ｒから始まって順次に実行される。さらに詳しくは、どのＳＲＲに論理的上書きが結び付
けられるかに関係なく、置き換え記録は最初のオープＳＲＲから始まって実行される。
【００３１】
　光ディスクドライバが、隣接したＳＲＲ上又は最初のオープンＳＲＲから始めて置き換
え記録を実行する場合、最初のオープンＳＲＲ上の情報は、ＴＤＭＡ内に記録されたＳＲ
ＲＩ(Sequential Recording Range Information)によって取得できる。これを、図６を参
照して詳細に説明する。図６は、本発明の実施形態によるＳＲＲＩの構造を示す。図６に
よれば、ＴＤＭＡ内に記録されたＳＲＲＩは、「ＳＲＲＩヘッダ」フィールドと、「ＳＲ
Ｒエントリのリスト」フィールドと、「ＳＲＲＩターミネータ」フィールドとを含む。
【００３２】
　「ＳＲＲＩヘッダ」フィールドは、「ＳＲＲ識別子が『ＳＲ』」フィールドと、「ＳＲ
Ｒエントリの番号」フィールドと、「オープンＳＲＲの番号」フィールドと、「オープン
ＳＲＲ番号のリスト」フィールドとを含む。ここで、後の処理で記述するＳＲＲエントリ
の数が「ＳＲＲエントリの番号」フィールドに記録される。オープンＳＲＲの数は、「オ
ープンＳＲＲの番号」フィールドに記録され、オープンＳＲＲの番号リストは、「オープ
ンＳＲＲ番号のリスト」フィールドに記録される。「オープンＳＲＲ番号のリスト」フィ
ールドには、オープンＳＲＲ番号のリストが記録される。ここで、最大１６個まで割当て
可能なオープンＳＲＲの番号リストが記録される。割り当てられたオープンＳＲＲの個数
が１６個より少ない場合には、使用されないオープンＳＲＲ番号フィールドに“０”が記
録される。ＳＲＲ番号は降順に並べられる。したがって、光ディスクドライバは、置き換
え記録可能なオープンＳＲＲを検索して見つけるように論理的上書きを実行する時、「オ
ープンＳＲＲ番号のリスト」フィールドを参照する。図６を参照してさらに詳しくは、論
理的上書きが９番目のＳＲＲ(ＳＲＲ ＃９)の記録された領域において実行されることに
なる場合、データは、９番目のＳＲＲに置き換え記録されるか、または置き換え記録は、
８番目のＳＲＲまたは１０番目のＳＲＲである隣接した(つまり最も近い)ＳＲＲで実行さ
れ、或いは置き換え記録は、１番目のＳＲＲから始まって実行できる。
【００３３】
　ＳＲＲエントリのリストは、ＳＲＲＩの「ＳＲＲエントリのリスト」フィールドに記録
される。ここで、ＳＲＲエントリは“１”から始まって順番に割り当てられ、記録される
。この時点で、一つのＳＲＲエントリには８バイトが割り当てられ、特定の情報が記録さ
れる。ＳＲＲエントリは、「ＳＲＲ ＃ｎの最初のＰＳＮ」フィールドと、「セション開
始」フィールドと、「ＳＲＲ ＃ｎ内のＬＲＡ」フィールドとを含む。さらに詳しくは、
ＳＲＲ ＃ｎのスタート位置（または領域）のＰＳＮが２８ビットのサイズに割り当てら
れ、「ＳＲＲ＃ｎの最初のＰＳＮ」フィールドに記録される。また、「セション開始」フ
ィールドは１ビットのサイズであり、ＳＲＲ ＃ｎの最後の記録位置ＬＲＡ(Last Recorde
d Area)は、２８ビットを有する「ＳＲＲ ＃ｎ内のＬＲＡ」フィールド内に記録される。
【００３４】
　したがって、光ディスクドライバは、ＳＲＲエントリに含まれる情報を使用して、ＳＲ
Ｒに対応する記録領域の位置情報を確認する。次の書き込み可能な領域を含むＮＷＡは、
「ＳＲＲ ＃ｎ内のＬＲＡ」フィールド情報を使用することによって決定できる。すなわ
ち、「ＳＲＲ ＃ｎ内のＬＲＡ」に記録されたＰＳＮを使用することによって、次のクラ



(9) JP 4750111 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

スタの最初のセクタはＮＷＡになる。「ＳＲＲ ＃ｎ内のＬＲＡ」フィールドに既に“０
”が記録されているならば、これは、ＳＲＲ ＃ｎにデータが記録されていないことを示
す。したがって、「ＳＲＲ＃ｎの最初のＰＳＮ」フィールドに記録されたセクタはＮＷＡ
となる。
【００３５】
　上述のように、記録可能な高密度光ディスク内のデータの記録は、ＳＲＭタイプとＲＲ
Ｍタイプに広く分類できる。ＲＲＭタイプでは、データの記録は、全ての未記録クラスタ
でランダムに実行される。上記のＲＲＭタイプにおいて、ユーザデータ領域内のクラスタ
に対する記録された状態に関する情報は、スペースビットマップＳＢＭ(Space Bit Map)
に反映される。さらに詳しくは、ＳＢＭは、対応する領域の記録情報を示すように、ユー
ザデータ領域のクラスタと１:１に一致するビットを含む。ＲＲＭタイプにおけるデータ
の論理的上書き方法は、図７を参照して説明する。
【００３６】
　図７は、本発明の実施形態による、記録可能な光ディスクのＲＲＭタイプにおける論理
的上書き方法を示す。図７によれば、ＲＲＭタイプにおいて、記録された領域上のデータ
を上書きするためにホストから上書きコマンドが伝達されると、記録領域に記録されるこ
とになるデータは、例えばスペア領域に置き換え記録される。ＲＲＭタイプの特性のため
に、データがユーザデータ領域のクラスタにランダムに記録されるため、ユーザデータ領
域内の論理的上書きの置き換え記録を実行することは効率的でないかもしれない。したが
って、ＲＲＭタイプにおいて、論理的上書きのデータは、ＯＳＡなどのスペア領域内に置
き換え記録されるかもしれない。この時点で、スペア領域は欠陥領域の置き換え領域とし
ても使用されているかもしれないので、スペア領域のサイズは光ディスクの初期化の間、
充分に割り当て、配置することができる。
【００３７】
　図８は、本発明の実施形態による光記録および再生装置のブロック図を示す。図８によ
れば、光記録および／または再生装置は、光ディスク上の記録および／または再生を実行
する記録／再生デバイス１０と、記録／再生部１０を制御するホストまたは制御部２０を
含む。（ここで、記録／再生デバイス１０はしばしば“光ディスクドライバ”と呼ばれ、
両方の用語が、本明細書の記述において使用される。）
　基本的に、上記の光記録および再生装置において、ホスト２０は、光ディスクの特定領
域へ／からの書き込みまたは再生するための書き込みまたは再生コマンドを、記録／再生
デバイス１０へ与え、記録／再生デバイス１０は、ホスト２０からのコマンドに応答して
、光ディスク上の特定の領域へ／からの記録／再生を実行する。記録／再生デバイス１０
は、ホスト２０とのデータ及びコマンドの交換などの通信を実行するインターフェース部
１２と、光ディスクへ／から直接データを書き込み／読み出すピックアップ部１１と、ピ
ックアップ部１１からの信号を受信して所望の信号値に復元するか、または記録されるこ
とになる信号を光ディスク上に記録されうる信号に変調するデータプロセッサ１３と、光
ディスクから正確に信号を読み出すか、または光ディスクに信号を正確に記録するために
ピックアップ部１１を制御するサーボ部１４と、管理情報およびデータを含む多様な情報
を一時的に格納するメモリ１５と、記録／再生デバイス１０のさまざまな部分を制御する
マイクロコンピュータ１６とを含む。
【００３８】
　前述したように構成された本発明による光記録および／または再生装置において、記録
可能な光ディスク上のデータを記録する方法の実施形態の処理ステップを説明する。記録
可能な光ディスクを、光記録および／または再生装置へ挿入されると、管理情報が光ディ
スクから読み出され、記録／再生デバイス１０のメモリ１５に格納される。
【００３９】
　ここで、ユーザが光ディスクの特定領域上に書き込みを望むならば、この望みを示す書
き込みコマンドに応答するホスト２０は、書き込まれることになるデータセットに沿って
、所望の書き込み位置上の情報を、記録／再生デバイス１０へ提供する。
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【００４０】
　記録／再生デバイス１０内のマイクロコンピュータ１６は、書き込みコマンドを受信し
、(ｉ) 、ホスト２０が記録を所望する光ディスクの領域が、欠陥領域であるか否か、(ｉ
ｉ)メモリ１５に格納された管理情報に基づいて領域が既に記録されているかどうかを決
定する。次に、マイクロコンピュータ１６は、欠陥領域でも記録された領域でもない領域
上にホスト２０からの書き込みコマンドによってデータ書き込みを実行する。例えば、こ
の領域がクローズトＳＲＲにあるか、または書き込まれることになるＳＲＲのＬＲＡ以下
のスタートアドレスを有するならば、この領域は既に記録された領域と判断される。
【００４１】
　上記のデータの書き込みの実行中、ユーザコマンドに従って上書きが実行されるとき、
重なる（または上書き）領域に記録される（または書き込まれる）ことになるデータは、
本発明の実施形態のうちの１つに関して上述したように、ユーザデータ領域又はスペア領
域などのデータ領域内の他の領域に置き換え記録される。次に、この処理の間に生成され
るＲＡＤ及びＣＲＤエントリを含む対応情報は、リードイン領域内のＴＤＭＡに記録され
る。このために、記録又は置き換え記録が、ピックアップ部１１を通してディスク上の所
望の位置に完了するように、マイクロコンピュータ１６は、置き換え記録される領域の位
置情報及びホストのコマンドに従うデータを、サーボ部１４及びデータプロセッサ１３へ
提供する。
【００４２】
　以降、本発明による光ディスクからの上記のように記録されたデータの再生方法を詳細
に説明する。データが記録された追記型光ディスクが光記録および／または再生装置に挿
入されると、光ディスクから管理情報が読み出され、これらの管理情報は光ディスクへ／
からの記録／再生の時の使用のために、記録／再生デバイス１０のメモリ１５に格納され
る。
【００４３】
　ここでユーザが光ディスクの特定領域からのデータの読み出し（または再生）を望むな
らば、この要望を示す読み出しコマンドに応答するホスト２０は、所望の読み出し位置の
情報を、記録／再生デバイス１０へ提供する。記録／再生デバイス１０内のマイクロコン
ピュータ１６は、読み出しコマンドを受信し、管理情報を使用して、ホスト２０がデータ
を読み出されることを望む光ディスクの領域が、置き換えられた領域かどうかを決定する
。もしそうならば、マイクロコンピュータ１６は、管理情報から置き換え領域の位置を確
認する。しかし、置き換え記録が実行されていなかった場合、マイクロコンピュータ１６
は、指定された領域のデータを読み出し（または再生）し、読み出した情報をホスト２０
に伝送する。置き換え記録(例えば、ＲＡＤ／ＣＲＤタイプ)が実行されていた場合、マイ
クロコンピュータ１６は、決定された置き換え領域からデータを読み出し、読み出し情報
をホスト２０に伝送する。
【００４４】
　上記のように、本発明による記録可能高密度光ディスク上のデータを上書きするための
方法および装置は、以下の利点を有する。追記型高密度光ディスクの記録モードによる、
データの効率的な上書き方法を提供することによって、光ディスク内の記録された領域に
データを上書きする場合、追記型高密度光ディスクは、より効率的に管理及び再生できる
。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
本発明が、限られた数の実施形態に関して開示されてきた一方で、この開示による利益を
有する当業者は、ここから膨大な修正および変更を認めるだろう。例えば、多くの場合で
ブルーレイ追加型光ディスクに関して説明した一方で、本発明は、追記型光ディスクのこ
の規格、追記型記録媒体、または記録媒体としての光ディスクに限られない。すべてのこ
のような修正および変更は本発明の精神および範囲内であることを意図する。
【図面の簡単な説明】
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【００４６】
【図１】一般的な書換え可能な光ディスクの構造及び欠陥管理方法を示す。
【図２】本発明の実施形態による追記型光ディスクの論理的上書き方法を示す。
【図３】本発明の実施形態によって、追記型光ディスク内のオープンＳＲＲ上で行われる
論理的上書きの一例を示す。
【図４】本発明によって、追記型記録可能な光ディスク内のクローズトＳＲＲ上で行われ
る論理的上書きの一例を示す。
【図５】本発明の実施形態によって、追記型光ディスクのＳＲＭに論理的上書きの間の方
法を選択するＮＷＡを示す。
【図６】本発明の実施形態による、ＳＲＭのためのＳＲＲＩ構造を示す。
【図７】本発明の実施形態によるＲＲＭのための論理的上書き方法を示す。
【図８】本発明の実施形態による光記録および再生装置のブロック図である。

【図１】 【図２】
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