
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　書き換え可能エリアを備えた情報記憶媒体であって、
　前記書き換え可能エリアは、
　ユーザデータを格納するためのユーザエリアと、
　前記書き換え可能エリア上の欠陥エリアを管理する欠陥管理情報を格納するための欠陥
管理エリアを複数備えた第１の欠陥管理エリア群と、
　前記書き換え可能エリア上の欠陥エリアを管理する欠陥管理情報を格納するための欠陥
管理エリアを複数備えた第２の欠陥管理エリア群と、
　最新の前記欠陥管理情報を格納している欠陥管理エリアの位置を示す位置情報を格納す
るための位置情報エリアを複数備えた位置情報エリア群と、
　を備え、
　前記第１及び第２の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアにおける欠陥発
生状況による、前記第１の欠陥管理エリア群の第１の欠陥管理エリア及び前記第２の欠陥
管理エリア群の第１の欠陥管理エリアのうちの一方のエリアの欠陥検知に基づき、前記第
１の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第１の欠陥
管理エリア群に含まれる第２の欠陥管理エリアに記録され、同様に前記第２の欠陥管理エ
リア群に含まれる第１の欠陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第２の欠陥管理エリア群に
含まれる第２の欠陥管理エリアに記録されるように構成され、
　前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリアの欠陥検知に基づき、前記位置
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情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリアの位置情報が前記位置情報エリア群に含ま
れる第２の位置情報エリアに記録されるように構成され

ことを特徴とする情報記憶媒体
。
【請求項２】

【請求項３】
　書き換え可能エリアは、ユーザデータを格納するためのユーザエリアと、前記書き換え
可能エリア上の欠陥エリアを管理する欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアを複
数備えた第１の欠陥管理エリア群と、前記書き換え可能エリア上の欠陥エリアを管理する
欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアを複数備えた第２の欠陥管理エリア群と、
最新の前記欠陥管理情報を格納している欠陥管理エリアの位置を示す位置情報を格納する
ための位置情報エリアを複数備えた位置情報エリア群とを備え、前記第１及び第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアにおける欠陥発生状況による、前記第１の
欠陥管理エリア群の第１の欠陥管理エリア及び前記第２の欠陥管理エリア群の第１の欠陥
管理エリアのうちの一方のエリアの欠陥検知に基づき、前記第１の欠陥管理エリア群に含
まれる第１の欠陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第
２の欠陥管理エリアに記録され、同様に前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠
陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第２の欠陥管理エ
リアに記録されるように構成され、前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリ
アの欠陥検知に基づき、前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリアの位置情
報が前記位置情報エリア群に含まれる第２の位置情報エリアに記録されるように構成され
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、
　前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアを配置し、
　前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第２の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第２の欠陥管理エリアを配置した

　書き換え可能エリアは、ユーザデータを格納するためのユーザエリアと、前記書き換え
可能エリア上の欠陥エリアを管理する欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアを複
数備えた第１の欠陥管理エリア群と、前記書き換え可能エリア上の欠陥エリアを管理する
欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアを複数備えた第２の欠陥管理エリア群と、
最新の前記欠陥管理情報を格納している欠陥管理エリアの位置を示す位置情報を格納する
ための位置情報エリアを複数備えた位置情報エリア群とを備え、前記第１及び第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアにおける欠陥発生状況による、前記第１の
欠陥管理エリア群の第１の欠陥管理エリア及び前記第２の欠陥管理エリア群の第１の欠陥
管理エリアのうちの一方のエリアの欠陥検知に基づき、前記第１の欠陥管理エリア群に含
まれる第１の欠陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第
２の欠陥管理エリアに記録され、同様に前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠
陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第２の欠陥管理エ
リアに記録されるように構成され、前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリ
アの欠陥検知に基づき、前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリアの位置情
報が前記位置情報エリア群に含まれる第２の位置情報エリアに記録されるように構成され
、前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアが配置され、前記第１の欠陥管理エリア群
に含まれる第２の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第２の
欠陥管理エリアが配置された情報記憶媒体から情報を再生する情報再生装置であって、
　前記位置情報エリア群の位置情報に基づき、前記第１の欠陥管理エリア群及び前記第２
の欠陥管理エリア群から最新の欠陥管理情報を取得する取得手段と、
　前記最新の欠陥管理情報に基づき、前記書き換え可能エリア上のユーザエリアから、ユ
ーザデータを再生する再生手段と、
　を備えたことを特徴とする情報再生装置。

、前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアが配置され、前記第１の欠陥管理エリア群



た情報記憶媒体から情報を再生する情報再生 であって、
　前記位置情報エリア群の位置情報に基づき、前記第１の欠陥管理エリア群及び前記第２
の欠陥管理エリア群から最新の欠陥管理情報を取得
　前記最新の欠陥管理情報に基づき、前記書き換え可能エリア上のユーザエリアから、ユ
ーザデータを再生する
　ことを特徴とする情報再生 。
【請求項４】
　書き換え可能エリアは、ユーザデータを格納するためのユーザエリアと、前記書き換え
可能エリア上の欠陥エリアを管理する欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアを複
数備えた第１の欠陥管理エリア群と、前記書き換え可能エリア上の欠陥エリアを管理する
欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアを複数備えた第２の欠陥管理エリア群と、
最新の前記欠陥管理情報を格納している欠陥管理エリアの位置を示す位置情報を格納する
ための位置情報エリアを複数備えた位置情報エリア群とを備え、前記第１及び第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアにおける欠陥発生状況による、前記第１の
欠陥管理エリア群の第１の欠陥管理エリア及び前記第２の欠陥管理エリア群の第１の欠陥
管理エリアのうちの一方のエリアの欠陥検知に基づき、前記第１の欠陥管理エリア群に含
まれる第１の欠陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第
２の欠陥管理エリアに記録され、同様に前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠
陥管理エリアの欠陥管理情報が前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第２の欠陥管理エ
リアに記録されるように構成され、前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリ
アの欠陥検知に基づき、前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリアの位置情
報が前記位置情報エリア群に含まれる第２の位置情報エリアに記録されるように構成され

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、欠陥管理情報を格納する欠陥管理エリアを備えた情報記録媒体に関する。ま
た、この発明は、情報記録媒体から欠陥管理情報を取得しユーザデータを再生する情報再
生装置及び情報再生方法に関する。さらに、この発明は、情報記録媒体に対して欠陥管理
情報を記録する情報記録方法に関する。
【０００２】
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に含まれる第２の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第２の
欠陥管理エリアが配置され 方法

し、

、
方法

、前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥
管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアが配置され、前記第１の欠陥管理エリア群
に含まれる第２の欠陥管理エリアに続いて前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる第２の
欠陥管理エリアが配置された情報記憶媒体に対して情報を記録する情報記録方法であって
、
　初期状態で、前記第１の前記第１の欠陥管理エリア群に含まれる前記第１の欠陥管理エ
リア及び前記第２の欠陥管理エリア群に含まれる前記第１の欠陥管理エリアに対して、前
記欠陥管理情報を記録し、
　前記第１及び第２の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアにおける欠陥発
生状況による、前記第１の欠陥管理エリア群の第１の欠陥管理エリア及び前記第２の欠陥
管理エリア群の第１の欠陥管理エリアのうちの一方のエリアの欠陥検知に基づき、前記第
１の欠陥管理エリア群に含まれる第１の欠陥管理エリアの欠陥管理情報を前記第１の欠陥
管理エリア群に含まれる第２の欠陥管理エリアに記録し、同様に前記第２の欠陥管理エリ
ア群に含まれる第１の欠陥管理エリアの欠陥管理情報を前記第２の欠陥管理エリア群に含
まれる第２の欠陥管理エリアに記録し、
　前記位置情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリアの欠陥検知に基づき、前記位置
情報エリア群に含まれる第１の位置情報エリアの位置情報を前記位置情報エリア群に含ま
れる第２の位置情報エリアに記録する、
　ことを特徴とする情報記録方法。



【従来の技術】
光ディスクなどの情報記憶媒体は、ユーザデータを格納するためのユーザエリアを備えて
おり、このユーザエリア中に発生する欠陥を補償するための仕組みを持っている。このよ
うな仕組みは、交替処理と呼ばれている。この交替処理に関する情報、即ち欠陥管理情報
を管理するエリアは、ＤＭＡ (Defect Management Area)と呼ばれている。
【０００３】
情報記録媒体のうちＤＶＤ－ＲＡＭは、１０万回以上のオーバーライトが可能である。こ
のようなオーバーライトに対する耐久性が極めて高い媒体が有するＤＭＡに対して数万回
オーバーライトが実行されても、ＤＭＡの信頼性は揺るがない。
【０００４】
例えば、光ディスク上にＤＭＡを複数配置することにより、ＤＭＡの信頼性の向上を図る
技術が知られている（特許文献１）。
【０００５】
【特許文献１】
特開平９－２１３０１１号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、情報記録媒体のうちオーバーライト許容回数が比較的少ない（数十から数千）
媒体の場合、このような媒体が有するＤＭＡに対するオーバーライトが問題となる。つま
り、オーバーライトに伴いこのような媒体が有するＤＭＡはダメージを受け易い。
【０００７】
この問題は、特開平９－２１３０１１に開示されている技術をもってしても解決できない
。つまり、ＤＭＡが複数配置されていても、夫々のＤＭＡは一括してオーバーライトを受
けるため、一つのＤＭＡがオーバーライトによりダメージを受ける場合、他のＤＭＡも同
様にダメージを受けてしまうことになる。
【０００８】
ＤＭＡには上記したように欠陥管理情報が格納されており、ＤＭＡがダメージを受けると
、ＤＭＡから欠陥管理情報が読み出せなくなってしまう。結果的に、媒体自体が使えなく
なってしまう。このため、ＤＭＡのオーバーライトに対する耐久性を高める工夫が望まれ
ている。
【０００９】
この発明の目的は、上記したような事情に鑑み成されたものであって、オーバーライトに
対する耐久性が比較的低い媒体であっても、信頼性の高い欠陥管理が可能な情報記憶媒体
を提供することにある。また、この発明の目的は、信頼性の高い欠陥管理情報に基づき情
報を再生することが可能な情報再生装置及び情報再生方法を提供することにある。さらに
、この発明の目的は、信頼性の高い欠陥管理情報を記録することが可能な情報記録方法を
提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の情報記憶媒体、情報再生装置、情報
再生方法、及び情報記録方法は、以下のように構成されている。
【００１１】
（１）この発明は、書き換え可能エリアを備えた情報記憶媒体であって、前記書き換え可
能エリアは、ユーザデータを格納するためのユーザエリアと、前記書き換え可能エリア上
の欠陥エリアを管理する欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアとを備え、前記欠
陥管理エリアは、第１及び第２の欠陥管理予約エリアを備え、前記第１の欠陥管理予約エ
リアは、初期状態で前記欠陥管理情報を格納するためのエリアであり、前記第２の欠陥管
理予約エリアは、所定のタイミングで遷移される前記欠陥管理情報を格納するためのエリ
アである。
【００１２】
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（２）この発明は、書き換え可能エリアを備えた情報記憶媒体から情報を再生する情報再
生装置であって、前記書き換え可能エリア上の欠陥管理エリアに含まれる複数の欠陥管理
予約エリアの中の一つのエリアから、前記書き換え可能エリア上の欠陥エリアを管理する
最新の欠陥管理情報を取得する取得手段と、前記最新の欠陥管理情報に基づき、前記書き
換え可能エリア上のユーザエリアから、ユーザデータを再生する再生手段とを備えている
。
【００１３】
（３）この発明は、書き換え可能エリアを備えた情報記憶媒体から情報を再生する情報再
生方法であって、前記書き換え可能エリア上の欠陥管理エリアに含まれる複数の欠陥管理
予約エリアの中の一つのエリアから、前記書き換え可能エリア上の欠陥エリアを管理する
最新の欠陥管理情報を取得し、前記最新の欠陥管理情報に基づき、前記書き換え可能エリ
ア上のユーザエリアから、ユーザデータを再生する。
【００１４】
（４）この発明は、書き換え可能エリアを備えた情報記憶媒体に対して情報を記録する情
報記録方法であって、前記書き換え可能エリアは、前記書き換え可能エリア上の欠陥エリ
アを管理する欠陥管理情報を格納するための欠陥管理エリアを備え、前記欠陥管理エリア
は、第１及び第２の欠陥管理予約エリアを備え、初期状態で、前記第１の欠陥管理予約エ
リアに対して前記欠陥管理情報を記録し、所定のタイミングで、前記第２の欠陥管理予約
エリアに対して前記欠陥管理情報を遷移する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
まず、図１～図１４を参照して、第１の欠陥管理方法について説明する。図１は、この発
明の一実施の形態に係る情報記憶媒体（光ディスク）のデータ構造の概略を示す図である
。図１に示すように、情報記憶媒体は、ＤＭＡの間にスペアエリアＳＡ及びユーザエリア
ＵＡを備えたデータ構造を有する。なお、図１に示すデータ構造は、この発明の情報記憶
媒体のデータ構造に一例に過ぎず、この発明の情報記憶媒体のデータ構造は、これに限定
されるものではない。
【００１７】
ユーザエリアＵＡは、ユーザデータを格納するためのエリアである。スペアエリアＳＡは
、ユーザエリア上に存在する欠陥エリアに記録されるべきデータが交替記録されるエリア
である。欠陥エリアは、ＥＣＣ（ Error Correction Code）ブロック単位のエリアである
。つまり、ＥＣＣブロックの単位のデータが、スペアエリアＳＡに交替記録されることに
なる。後述するが、ＤＭＡは、ＤＭＡ  counter（オーバーライト管理エリア）を備えるよ
うに構成してもよい。その場合、このＤＭＡ  counterのカウント値には、ＤＭＡに対する
オーバーライト回数が反映される。
【００１８】
図２は、交替処理を示すフローチャートである。図２に示すように、ユーザエリア中に発
生した欠陥エリアに記録されるべきデータはスペアエリアＳＡに交替記録される（ＳＴ１
）。その上、交替元（欠陥エリア）と交替先（スペアエリアＳＡの所定エリア）の先頭ア
ドレスが、ＤＭＡ内のＳＤＬ（ Secondly Defect List）に登録される。ＤＭＡは、例えば
図１に示すように、情報記録媒体の内周及び外周に配置されており、両ＤＭＡのＳＤＬに
は同一のデータが登録される。ＳＤＬに対して情報が登録されると、ＳＤＬのアップデー
トカウンタがインクリメント（＋１）される（ＳＴ２）。
【００１９】
従来、ＤＭＡは媒体上の固定物理アドレスエリアに配置されている。さらに、ＤＭＡに対
する耐障害性を高めるために、同一の内容が格納されたＤＭＡが媒体上の複数箇所に配置
されている。例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭの場合は、ＤＭＡは最内周に２カ所、最外周に２カ
所、合計４カ所にＤＭＡが配置されており、４つのＤＭＡには同一の内容が記録されるよ
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うになっている。
【００２０】
図３は、この発明の情報記憶媒体中に配置されるＤＭＡのデータ構造の概略を示す図であ
る。図３に示すように、情報記憶媒体は複数のＤＭＡを持ち、各ＤＭＡはＤＤＳ／ＰＤＬ
ブロックとＳＤＬブロックにより構成されている。ＰＤＬは、 Primarily Defect Listの
略である。ＤＤＳ／ＰＤＬブロックもＳＤＬブロックも、１ＥＣＣブロック（＝３２ＫＢ
）である。なお、ここでは、一例として、１ＥＣＣブロックが３２ＫＢのケースについて
説明するが、１ＥＣＣブロックを６４ＫＢで構成することもできる。６４ＫＢで構成され
るＥＣＣブロックについては、後に詳しく説明する。
【００２１】
この発明の情報記憶媒体は、ＤＭＡの耐障害性を高めるために、使用中のＤＭＡが弱くな
った時点で、このＤＭＡに格納された欠陥管理情報を、新たなＤＭＡに推移するように定
義されている。ＤＭＡが弱くなった場合とは、このＤＭＡに対するオーバーライト回数が
このＤＭＡを持つ媒体のオーバーライト許容回数に迫ってきた場合、又はこのＤＭＡ上で
欠陥が増加してエラー訂正ができなくなる可能性が出てきた場合である。
【００２２】
各ＤＭＡはドライブ内の真の記録単位であるＥＣＣブロックの整数倍のサイズで構成され
る。ＤＶＤ－ＲＡＭでは１ＥＣＣブロックは１６セクタで構成されており、１ＥＣＣブロ
ックのサイズは３２ＫＢである。ＰＤＬは初期欠陥登録用のリストであり、ＳＤＬは２次
欠陥登録用リストである。ＰＤＬには、媒体をフォーマットする時に実行されるサーティ
ファイにおいて見つけられた欠陥、即ち初期欠陥に関する欠陥管理情報が登録される。こ
れに対して、ＳＤＬには、通常の記録時（例えばユーザデータ記録時）において見つけら
れた欠陥、即ち２次欠陥に関する欠陥管理情報が登録される。欠陥管理情報には、交替元
のアドレスと交替先のアドレスが含まれている。これらのリストのサイズが大きくなれば
登録可能な欠陥数が増える。ＤＭＡ０～ＤＭＡｎはシーケンシャルに配置されており、Ｄ
ＭＡ０から順に使用される。
【００２３】
図４は、ＤＭＡに含まれるＤＤＳ／ＰＤＬブロックの先頭セクタ内に記述されるコンテン
ツの一例を示す図である。ＤＤＳ／ＰＤＬブロックの所定のエリアには、４バイトのＤＤ
Ｓ／ＰＤＬ  update counter、及び４バイトのＤＭＡ  rec-counter 1などが配置されてい
る。
【００２４】
ＤＤＳ／ＰＤＬブロックの内容が更新される度に、ＤＤＳ／ＰＤＬ  update counterがイ
ンクリメント（＋１）される。ＤＭＡ  rec-counter 1はＤＤＳ／ＰＤＬブロックが、書き
換えられた時にカウントアップされるカウンタである。媒体の初期化（初回）の時点で、
全てのＤＭＡ  rec-counter 1にはゼロがセットされる。この counterの使い方については
後記する。
【００２５】
図５は、ＤＭＡに含まれるＳＤＬブロックに記述されるコンテンツの一例を示す図である
。ＳＤＬブロックの所定のエリアには、４バイトのＳＤＬ  update counter、４バイトの
ＤＭＡ  rec-counter 2、及び複数のＳＤＬエントリなどが配置されている。
【００２６】
ＳＤＬブロックもＤＤＳ／ＰＤＬブロックと同様に、ＳＤＬブロックの内容が更新される
度に、ＳＤＬ  update counterがインクリメント（＋１）される。ＤＭＡ  rec-counter 2
はＳＤＬブロックが、書き換えられた時にカウントアップされるカウンタである。ＳＤＬ
には２次欠陥に関する管理情報が記述される。媒体の初期化（初回）の時点で、全てのＤ
ＭＡ  rec-counter 2にはゼロがセットされる。この counterの使い方については後記する
。
【００２７】
図６は、ＳＤＬに含まれる複数のＳＤＬエントリのうちの一つのＳＤＬエントリのデータ
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構造の一例を示す図である。一つのＳＤＬエントリは、例えば８バイトで構成されている
。一つのＳＤＬエントリには、交替元のアドレスのアドレスを記述するための３バイトの
フィールド、及び交替先のアドレスのアドレスを記述するための３バイトのフィールドが
配置されている。交替は、例えばＥＣＣブロック単位で行われる。交替元のアドレスのフ
ィールド及び交替先のアドレスのフィールドには、それぞれのＥＣＣブロックに含まれる
先頭セクタのアドレスが登録される。図６に示すデータ構造の例では、アドレス指定用に
３バイトのフィールドが割り当てられているが、媒体がより大容量になれば（アドレス空
間が大きくなれば）、アドレス指定用のフィールドのサイズも大きくなる。
【００２８】
図７は、ＤＭＡ系列の使用方法を説明するための状態遷移図である。ＤＭＡ系列は、ＤＭ
Ａ０～ｎまでの（ｎ＋１）個のＤＭＡを備えている。ＤＭＡ０を現在使用中のＤＭＡとす
ると、ＤＭＡ１～ｎまでのＤＭＡは予備のＤＭＡと言える。ＤＭＡ系列に含まれる複数の
ＤＭＡは、ＤＭＡ０から順番に使用される。初期状態ではＤＭＡ０が使用され、ＤＭＡ１
以降は未使用状態である。ＤＭＡ０に欠陥が増えたり、オーバーライト数が規定数を超え
たりした場合には、ＤＭＡ０は使用済みエリアとなり、ＤＭＡ０に格納されていた欠陥管
理情報はＤＭＡ１に交替記録される。以降同様にＤＭＡを順番に使用することで、ＤＭＡ
において欠陥やオーバーライトダメージが生じても、システムとして破綻させることなく
媒体を使用し続けることができる。
【００２９】
図８は、ＤＭＡに配置された各カウンタの状態とＤＭＡの推移との関係その１を示す図で
ある。ここで示すＤＤＳ／ＰＤＬ  update counter及びＳＤＬ  update counterは、ＤＭＡ
が遷移しても（ＤＭＡ０→ＤＭＡ１に遷移しても）、累積してカウントする累積カウンタ
である。
【００３０】
図８に示すように、ＤＭＡの所定エリアにはＤＭＡ  counterが配置されている。このＤＭ
Ａ  counterは、ＤＭＡが書き換えられた場合にインクリメントされるカウンタである。即
ち、ＤＭＡに含まれるＤＤＳ／ＰＤＬブロックのＤＭＡ  rec-counter 1のカウント値、及
びＤＭＡに含まれるＳＤＬブロックのＤＭＡ  rec-counter 2のカウント値のうちの、大き
い方の値が、ＤＭＡ  counterのカウント値である。
【００３１】
つまり、このＤＭＡ  counterのカウント値をチェックすることで、現在使用中のＤＭＡに
対して何回オーバーライトが実行されたかを知ることができる。言い換えると、このＤＭ
Ａ  counterのカウント値は、ＤＭＡに対するオーバーライトに伴いＤＭＡが受けているダ
メージを示している値と言える。
【００３２】
この媒体に対して情報を記録する情報記録再生装置は、媒体の特性に応じてあらかじめ決
められたオーバーライト可能回数（ Nov）を超えない範囲で、現行使用中のＤＭＡ（例え
ばＤＭＡ０）を予備のＤＭＡ（例えばＤＭＡ１）に移行させる。もちろん現在使用中のＤ
ＭＡを最大限有効に使用するために、ＤＭＡカウンタの最大値（ Nov-1）まで使用するこ
とが望ましい。情報記録再生装置は、ＤＭＡカウンタが最大値に達していない場合でも、
現在使用中のＤＭＡ上に欠陥が増えてきたことを検出すると、現行使用中のＤＭＡを予備
のＤＭＡに移行させる。各ＤＭＡには使用開始されてはじめて値が入力される。即ち、未
使用のＤＭＡには値が入力されていない。情報記録再生装置に対して媒体が装填された時
に、情報記録再生装置は、現在使用中のＤＭＡの位置を知るために、ＤＭＡ  rec-counter
 1,2のカウント値が共に０のＤＭＡを探す。ＤＭＡ  rec-counter 1,2のカウント値が共に
０のＤＭＡ（例えばＤＭＡ２）が見つかったら、見つけたＤＭＡの一つ前のＤＭＡ（例え
ばＤＭＡ１）を現在使用中のＤＭＡとして認識する。ＤＭＡ  rec-counter 1,2のカウント
値が共に０のＤＭＡ（例えばＤＭＡ２）が見つからなければ、最終ＤＭＡ（例えばＤＭＡ
ｎ）を現在使用中のＤＭＡとして認識する。
【００３３】
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図９は、ＤＭＡに配置された各カウンタの状態とＤＭＡの推移との関係その２を示す図で
ある。上記において図８を参照して、ＤＭＡが遷移しても、ＤＤＳ／ＰＤＬ  update coun
ter及びＳＤＬ  update counterが累積してカウントするケースについて説明した。これに
対して、図９では、ＤＭＡが遷移すると（ＤＭＡ０→ＤＭＡ１に遷移すると）、ＤＤＳ／
ＰＤＬ  update counter及びＳＤＬ  update
counterのカウント値がリセットされるケースについて説明する。
【００３４】
図９に示すように、ＤＭＡの所定エリアにはＤＭＡ  counterが配置されている。このＤＭ
Ａ  counterは、ＤＭＡが書き換えられた場合にインクリメントされるカウンタである。即
ち、ＤＭＡに含まれるＤＤＳ／ＰＤＬブロックのＤＤＳ／ＰＤＬ  update counter（ DMA r
ec-counter 1）のカウント値、及びＤＭＡに含まれるＳＤＬブロックのＳＤＬ  update co
unter（ DMA rec-counter 2）のカウント値のうちの、大きい方の値が、ＤＭＡ  counterの
カウント値である。
【００３５】
図９に示すケースでは、ＤＭＡが移動されるたびに、ＤＤＳ／ＰＤＬ  update counter及
びＳＤＬ  update counterがリセットされる。このため、このケースでは、ＤＤＳ／ＰＤ
Ｌ  update counterは DMA rec-counter 1と同等の働きをなし、ＳＤＬ  update counterは D
MA rec-counter 2と同等の働きをなす。従って、図９に示すケースでは、 DMA counter 1,
 2を省略することもできる。
【００３６】
図１０は、現在使用中のＤＭＡを検索する手順を示すフローチャートである。現在使用中
のＤＭＡを検索する検索処理は、図１５に示す情報記録再生装置の主制御部２０により実
行される。上記したように、この発明の情報記憶媒体はオーバーライト等に伴いＤＭＡが
推移するように定義されている。従って、情報記録再生装置に対してディスクが装填され
たときに、現在使用中のＤＭＡを検索する必要がある。媒体上の各ＤＭＡ（ＤＭＡ０～Ｄ
ＭＡｎ）には、ＤＭＡ  rec-counter 1, 2が配置されている。媒体が初期化された時点で
は各ＤＭＡのＤＭＡ  rec-counter 1, 2のカウント値はゼロにセットされている。媒体の
使用が開始されると、ＤＭＡ１のＤＭＡ  rec-counter 1, 2のカウント値がカウントアッ
プされ、さらに使用が続けられると、ＤＭＡ２のＤＭＡ  rec-counter 1, 2のカウント値
がカウントアップされる。ＤＭＡ０～ＤＭＡｎの使用順は予め定められている。ＤＭＡ０
→ＤＭＡ１→ＤＭＡ２→…→ＤＭＡｎの順で使用される。よって、ＤＭＡ０～ＤＭＡｎの
ＤＭＡ  rec-counter 1, 2のカウント値を調べることで、現在使用中のＤＭＡを見つけだ
すことが可能である。
【００３７】
図１０に示すように、情報記録再生装置に対して媒体が装填された時に、情報記録再生装
置は、現在使用中のＤＭＡの位置を知るために、ＤＭＡ  rec-counter 1,2のカウント値が
共に０のＤＭＡを探す（ＳＴ２１）。ＤＭＡ  rec-counter 1,2のカウント値が共に０のＤ
ＭＡ（例えばＤＭＡ２）が見つかったら（ＳＴ２２、ＹＥＳ）、見つけたＤＭＡの一つ前
のＤＭＡ（例えばＤＭＡ１）を現在使用中のＤＭＡとして認識する（ＳＴ２４）。ＤＭＡ
 rec-counter 1,2のカウント値が共に０のＤＭＡ（例えばＤＭＡ２）が見つからなければ
（ＳＴ２２、ＮＯ）、最終ＤＭＡ（例えばＤＭＡｎ）を現在使用中のＤＭＡとして認識す
る（ＳＴ２３）。
【００３８】
図１１は、ＤＭＡの登録及び更新処理を説明するためのフローチャートである。ＤＭＡの
登録及び更新処理は、図１５に情報記録再生装置の主制御部２０により実行される。主制
御部２０は、ＤＭＡのＤＭＡ  counterのカウント値に基づき、現在使用中のＤＭＡの書き
換え回数が規定数を超えたかどうかを判断する（ＳＴ３１）。規定数を超えていることが
判明したら（ＳＴ３１、ＹＥＳ）、現在使用中のＤＭＡに格納された欠陥情報を移動可能
かどうか（予備のＤＭＡがあるか）確認する。移動可能であれば（ＳＴ３４、ＹＥＳ）、
次の移動先に定められているＤＭＡに対して、現在使用中のＤＭＡに格納された欠陥情報
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を移動する（ＳＴ３５）。このとき、必要な値を引き継ぐ。例えば、図８示すケースでは
、ＤＤＳ／ＰＤＬ  update counter及びＳＤＬ  update counterの値が引き継がれる。
【００３９】
書き換え回数が規定数以下の場合でも（ＳＴ３１、ＮＯ）、主制御部２０によりＤＭＡに
欠陥が多発していることが検出された場合には（ＳＴ３２、ＹＥＳ）、現在使用中のＤＭ
Ａに格納された欠陥情報を移動可能かどうか（予備のＤＭＡがあるか）確認する。移動可
能であれば（ＳＴ３４、ＹＥＳ）、次の移動先に定められているＤＭＡに対して、現在使
用中のＤＭＡに格納された欠陥情報を移動する（ＳＴ３５）。移動不能であれば（ＳＴ３
４、ＮＯ）、この処理は異常終了する。
【００４０】
現在使用中のＤＭＡの書き換え回数が規定数以下であり（ＳＴ３１、ＮＯ）、現在使用中
のＤＭＡに欠陥が多発することも無い場合には（ＳＴ３２、ＮＯ）、現在使用中のＤＭＡ
が必要に応じて更新される（ＳＴ３３）。
【００４１】
図１２は、複数のＤＭＡ系列の使用方法を説明するための状態遷移図である。図７に示す
ように、これまでは、単数のＤＭＡ系列の使用について説明してきた。つまり、一つのＤ
ＭＡ系列がＤＭＡ０～ＤＭＡｎを含むケースについて説明してきた。ここでは、図１２に
示すように、複数のＤＭＡ系列の使用について説明する。つまり、複数のＤＭＡ系列夫々
がＤＭＡ０～ｎを含むケースについて説明する。
【００４２】
図１２に示すように、例えば、４つのＤＭＡ系列を備えた情報記憶媒体について説明する
。４つのＤＭＡ系列は、夫々、異なる位置に配置される。例えば、ＤＭＡ系列１、２は媒
体の最内周に配置され、ＤＭＡ系列３、４は媒体の最外周に配置される。ＤＭＡ系列１～
４の中で、例えばＤＭＡ系列３に欠陥が多発していることが検知されたとする（図１２の
初期状態）。図１５に示す情報記録再生装置の主制御部が、欠陥の多発を検知する。この
欠陥検知に伴い、全てのＤＭＡ系列における現在使用中のＤＭＡ（例えばＤＭＡ０）の欠
陥管理情報は、次のＤＭＡ（例えばＤＭＡ１）に移行（交替記録）される（図１２の第２
状態）。図１５に示す情報記録再生装置の主制御部が、欠陥管理情報を移行（交替記録）
する。
【００４３】
図１３は、複数のＤＭＡ系列が配置されるリードインエリア及びリードアウトエリアを説
明するための図である。図１３に示すように、媒体（光ディスク）１は、最内周にリード
インエリアＡ１を備え、最外周にリードアウトエリアＡ３を備える。また、媒体１は、リ
ードインエリアＡ１とリードアウトエリアＡ３の
間にデータエリアＡ２を備える。データエリアＡ２は、ユーザエリアＵＡとスペアエリア
ＳＡを備える。
【００４４】
最内周のリードインエリアＡ１は第１のＤＭＡ系列（ＤＭＡ系列１、２）を備え、最外周
のリードアウトエリアＡ３は第２のＤＭＡ系列（ＤＭＡ系列３、４）を備える。このよう
に、最内周と最外周にＤＭＡ系列を配置することで、物理的に複数のＤＭＡ系列が離れて
配置されることになる。結果的に、ＤＭＡが障害に対してより強くなる。
【００４５】
図１４は、複数のＤＭＡ系列が配置された媒体の再生処理を示すフローチャートである。
図１５に示す情報記録再生装置に媒体が装填されると、装置は全てのＤＭＡ系列の中から
現在使用中のＤＭＡを探し出し、現在使用中のＤＭＡから欠陥管理情報を読み出す（ＳＴ
４１）。つまり、図１２に示すケースにあてはめると、ＤＭＡ系列１の中から現在使用中
のＤＭＡ（例えばＤＭＡ１）を探し出し、ＤＭＡ系列２の中からも現在使用中のＤＭＡ（
例えばＤＭＡ１）を探し出し、ＤＭＡ系列３の中からも現在使用中のＤＭＡ（例えばＤＭ
Ａ１）を探し出し、ＤＭＡ系列４の中からも現在使用中のＤＭＡ（例えばＤＭＡ１）を探
し出す。現在使用中のＤＭＡを探し出す処理は、図１０に示した通りである。
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【００４６】
障害などの影響で、どのＤＭＡからも欠陥管理情報が読み出せない場合は（ＳＴ４２、Ｎ
Ｏ）、この処理は異常終了する。ＤＭＡから欠陥管理情報が読み出せた場合は、ＤＭＡの
ＤＤＳ／ＰＤＬ  update counter及びＳＤＬ  update counterのカウント値をチェックする
。複数のＤＭＡ系列の中の現在使用中の各ＤＭＡには、同一の情報が記録されているはず
である。従って、各ＤＭＡのＤＤＳ／ＰＤＬ  update counter及びＳＤＬ  update counter
のカウント値は一致するはずである。しかし、複数のＤＭＡ系列の中の各ＤＭＡに対して
順番に情報を記録している途中で何らかの障害が発生すると、いくつかのＤＭＡが更新さ
れていな状態が発生することがある。そこで、複数のＤＭＡ系列の中の現在使用中の各Ｄ
ＭＡの Update counterのカウント値が異なる場合は（ＳＴ４３、ＮＯ）、最新のカウント
値を持つＤＭＡに他のＤＭＡを一致させる（ＳＴ４４）。これで記録再生の準備が完了す
る。
【００４７】
図１５は、この発明の一実施の形態に係る情報記録再生装置の概略構成を示す図である。
この情報記録再生装置は、上記説明した媒体（光ディスク）１に対してユーザデータを記
録したり、媒体１に記録されたユーザデータを再生したりする。また、この情報記録再生
装置は、必要に応じて交替処理も実行する。
【００４８】
図１５に示すように、情報記録再生装置は、変調回路２、レーザ制御回路３、レーザ４、
コリメートレンズ５、偏光ビームスプリッタ（以下ＰＢＳ）６、４分の１波長板７、対物
レンズ８、集光レンズ９、光検出器１０、信号処理回路１１、復調回路１２、フォーカス
エラー信号生成回路１３、トラッキングエラー信号生成回路１４、フォーカス制御回路１
６、トラッキング制御回路１７、主制御部２０を備えている。
【００４９】
主制御部２０は、ドライブ部を制御するものである。ドライブ部は、変調回路２、レーザ
制御回路３、レーザ４、コリメートレンズ５、偏光ビームスプリッタ（以下ＰＢＳ）６、
４分の１波長板７、対物レンズ８、集光レンズ９、光検出器１０、信号処理回路１１、復
調回路１２、フォーカスエラー信号生成回路１３、トラッキングエラー信号生成回路１４
、フォーカス制御回路１６、及びトラッキング制御回路１７を含むものである。
【００５０】
まず、この情報記録再生装置によるデータの記録について説明する。データの記録は、主
制御部２０により制御される。記録データ（データシンボル）は、変調回路２により所定
のチャネルビット系列に変調される。記録データに対応したチャネルビット系列は、レー
ザ制御回路３によりレーザ駆動波形に変換される。レーザ制御回路３は、レーザ４をパル
ス駆動し、所望のビット系列に対応したデータを媒体１上に記録する。レーザ４から放射
された記録用の光ビームは、コリメートレンズ５で平行光となり、ＰＢＳ６に入射し、透
過する。ＰＢＳ６を透過したビームは４分の１波長板７を透過し、対物レンズ８により媒
体１の情報記録面に集光される。集光されたビームは、フォーカス制御回路１６によるフ
ォーカス制御及びトラッキング制御回路１７によるトラッキング制御により、記録面上に
最良の微小スポットが得られる状態で維持される。
【００５１】
続いて、この情報記録再生装置によるデータの再生について説明する。データの再生は、
主制御部２０により制御される。主制御部２０からのデータ再生指示に基づき、レーザ４
は再生用の光ビームを放射する。レーザ４から放射された再生用の光ビームは、コリメー
トレンズ５で平行光となり、ＰＢＳ６に入射し、透過する。ＰＢＳ６を透過した光ビーム
は４分の１波長板７を透過し、対物レンズ８により媒体１の情報記録面に集光される。集
光されたビームは、フォーカス制御回路１６によるフォーカス制御及びトラッキング制御
回路１７によるトラッキング制御により、記録面上に最良の微小スポットが得られる状態
で維持される。このとき、媒体１上に照射された再生用の光ビームは、情報記録面内の反
射膜あるいは反射性記録膜により反射される。反射光は対物レンズ８を逆方向に透過し、
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再度平行光となる。反射光は４分の１波長板７を透過し、入射光に対して垂直な偏光を持
ち、ＰＢＳ６では反射される。ＰＢＳ６で反射されたビームは集光レンズ９により収束光
となり、光検出器１０に入射される。光検出器１０は、例えば、４分割のフォトディテク
タから構成されている。光検出器１０に入射した光束は光電変換されて電気信号となり増
幅される。増幅された信号は信号処理回路１１にて等化され２値化され、復調回路１２に
送られる。復調回路１２では所定の変調方式に対応した復調動作を施されて、再生データ
が出力される。
【００５２】
また、光検出器１０から出力される電気信号の一部に基づき、フォーカスエラー信号生成
回路１３によりフォーカスエラー信号が生成される。同様に、光検出器１０から出力され
る電気信号の一部に基づき、トラッキングエラー信号生成回路１４によりトラッキングエ
ラー信号が生成される。フォーカス制御回路１６は、フォーカスエラー信号に基づきビー
ムスポットのフォーカスを制御する。トラッキング制御回路１７は、トラッキングエラー
信号に基づきビームスポットのトラッキングを制御する。
【００５３】
ここで、主制御部２０による交替処理について説明する。媒体をフォーマットする時には
、サーティファイが実行される。このとき、主制御部２０は、媒体上の欠陥を検出する。
このとき検出された欠陥、即ち初期欠陥に関する欠陥管理情報は、主制御部２０により媒
体のＤＭＡの中のＰＤＬに記録される。欠陥管理情報は、交替元のセクタのアドレスと交
替先のセクタのアドレスとを含む。通常の記録時にも、主制御部２０は、媒体上の欠陥を
検出する。このとき検出された欠陥、即ち２次欠陥に関する欠陥管理情報は、主制御部２
０により媒体のＤＭＡの中のＳＤＬに記録される。欠陥管理情報は、交替元のＥＣＣブロ
ックの先頭セクタのアドレスと交替先のＥＣＣブロックの先頭セクタのアドレスとを含む
。ＰＤＬ及びＳＤＬに基づき、交替元に対するアクセスは、交替先に対するアクセスと見
なされる。また、主制御部２０は、図１０に示した現在使用中のＤＭＡの検索処理、図１
１に示したＤＭＡの登録及び更新処理、図１４に示した再生処理等を制御する。
【００５４】
次に、図１６～図３８を参照して、第２の欠陥管理方法について説明する。この第２の欠
陥管理方法は、図１２に示す欠陥管理を踏襲し、さらにＤＭＡマネージャを利用する欠陥
管理である。この第２の欠陥管理方法の説明において、図１～図１５に示す第１の欠陥管
理方法と重複する部分については、適宜、説明済みの図面を参照する。
【００５５】
この発明の情報記憶媒体は、書き換え可能なエリアを備え、この書き換え可能なエリアは
、複数のＤＭＡ、複数のマネージャ格納エリア、ユーザエリアを備える。図１３に示す媒
体上において、書き換え可能なエリアは、リードインエリアＡ１、データエリアＡ２、リ
ードアウトエリアＡ３に含まれる。複数のＤＭＡには、同一の欠陥管理情報が格納される
。これにより、ＤＭＡに対する耐障害性が高められる。
【００５６】
図１６及び図１７に示すように、例えば、情報記憶媒体は、ＤＭＡ１、ＤＭＡ２、ＤＭＡ
３、ＤＭＡ４を備える。さらに詳しく言うと、図１３に示す情報記憶媒体の最内周に配置
されるリードインエリアＡ１（図１７に示すリードインエリアＬＩ）にＤＭＡ１及びＤＭ
Ａ２が配置され、情報記憶媒体の最外周に配置されるリードアウトエリアＡ３（図１７に
示すリードアウトエリアＬＯ）にＤＭＡ３及びＤＭＡ４が配置される。各ＤＭＡ（ＤＭＡ
１、ＤＭＡ２、ＤＭＡ３、及びＤＭＡ４）は、夫々が複数のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓ
ｅｔ＃１－１～＃１－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ＃２－１～＃２－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ＃３－１～＃
３－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１～＃４－Ｎ）を備える。初期状態では、各ＤＭＡに含まれ
る第１のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－１、ＤＭＡｓｅｔ＃２－１、ＤＭＡｓｅ
ｔ＃３－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）に、現在（最新）の欠陥管理情報が格納される。あ
るＤＭＡ（例えばＤＭＡ１）に含まれる第１のＤＭＡ予約エリア（例えばＤＭＡｓｅｔ＃
１－１）が欠陥エリアに該当してしまった場合は、全てのＤＭＡ（ＤＭＡ１～４）の第１
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のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－１、ＤＭＡｓｅｔ＃２－１、ＤＭＡｓｅｔ＃３
－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）に格納された欠陥管理情報が、全てのＤＭＡ（ＤＭＡ１～
４）の第２のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－２、ＤＭＡｓｅｔ＃２－２、ＤＭＡ
ｓｅｔ＃３－２、ＤＭＡｓｅｔ＃４－２）に遷移（ transition）される。
【００５７】
上記したように、この発明の情報記憶媒体上では、現在使用中のＤＭＡ予約エリアが遷移
する。これに伴い、複数のＤＭＡ予約エリアの中から現在使用中のＤＭＡ予約エリアを短
時間で検索するためにＤＭＡマネージャを導入する。つまり、この発明の情報記憶媒体は
、図１７に示すように、ＤＭＡマネージャを格納するマネージャ格納エリア（Ｍａｎ１、
Ｍａｎ２）を備えている。ＤＭＡマネージャは、現在使用中のＤＭＡ予約エリアのアドレ
スを管理する。言い換えると、マネージャ格納エリアは、現在使用中のＤＭＡ予約エリア
の位置情報を格納する位置情報エリアである。
【００５８】
図１６は、ＤＭＡマネージャによる現在使用中のＤＭＡ予約エリアのアドレス管理を示す
図である。ＤＭＡ１は、Ｎ個のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－１～ＤＭＡｓｅｔ
＃１－Ｎ）を備えている。同様に、ＤＭＡ２は、Ｎ個のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ
＃２－１～ＤＭＡｓｅｔ＃２－Ｎ）を備えている。同様に、ＤＭＡ３は、Ｎ個のＤＭＡ予
約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃３－１～ＤＭＡｓｅｔ＃３－Ｎ）を備えている。同様に、ＤＭ
Ａ４は、Ｎ個のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃４－１～ＤＭＡｓｅｔ＃４－Ｎ）を備
えている。
【００５９】
例えば、第１のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－１、ＤＭＡｓｅｔ＃２－１、ＤＭ
Ａｓｅｔ＃３－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）が現在使用中であるとする。この場合、ＤＭ
Ａマネージャは、第１のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－１、ＤＭＡ  ｓｅｔ  ＃２
－１、ＤＭＡ  ｓｅｔ  ＃３－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）の位置（例えば先頭位置）を示
す位置情報（アドレス）を持つ。
【００６０】
図１７に示すように、例えば、マネージャ格納エリア（Ｍａｎ１、Ｍａｎ２）は、リード
インエリア及びリードアウトエリアに配置される。リードインエリアに配置されるマネー
ジャ格納エリア（Ｍａｎ１）とリードアウトエリアに配置されるマネージャ格納エリア（
Ｍａｎ２）は、同一の情報を格納する。
【００６１】
さらに、マネージャ格納エリア（Ｍａｎ１、Ｍａｎ２）は、夫々が複数のマネージャ予約
エリアを備えている。これは、ＤＭＡマネージャの欠陥対策である。図１７に示すように
、例えば、一つのマネージャ格納エリア（Ｍａｎ１）は、１０個のマネージャ予約エリア
（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１～ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１０）を備えている。同様に、マネージャ格納
エリア（Ｍａｎ２）も、１０個のマネージャ予約エリア（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１～ＤＭＡ＿
Ｍａｎ＃１０）を備えている。
【００６２】
例えば、初期段階では、各マネージャ格納エリア（Ｍａｎ１、Ｍａｎ２）に含まれる第１
のマネージャ予約エリア（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１）に、現在使用中のＤＭＡ予約エリアを示
す位置情報が格納される。オーバーライトに伴い、あるマネージャ格納エリア（Ｍａｎ１
）に含まれる第１のマネージャ予約エリア（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１）が欠陥エリアに該当し
てしまった場合は、全てのマネージャ格納エリア（Ｍａｎ１、Ｍａｎ２）の第１のマネー
ジャ予約エリア（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１）に格納された位置情報が、全てのマネージャ格納
エリア（Ｍａｎ１、Ｍａｎ２）の第２のマネージャ予約エリア（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃２）に
遷移される（書き移される）。
【００６３】
但し、ＤＭＡマネージャはＤＭＡに比べて書き換え頻度が低い。このため、ＤＭＡマネー
ジャを格納するマネージャ格納エリア（Ｍａｎ１、Ｍａｎ２）、つまりマネージャ予約エ

10

20

30

40

50

(12) JP 3869382 B2 2007.1.17



リアは、ＤＭＡに比べてオーバーライトによって欠陥になる可能性は低い。しかし傷や指
紋などで、マネージャ予約エリアからＤＭＡマネージャが読み出せなくなることはある。
そこで、一つのＤＭＡマネージャ内に、同一内容（現在使用中のＤＭＡの位置情報）を複
数個持たせる。つまり、マネージャ予約エリア内に、同一内容を多重書きする。これによ
り、ＥＣＣブロックとしてエラー訂正できない場合にでもデータ（現在使用中のＤＭＡの
位置情報）を読み出すことができる。
【００６４】
一つのＤＭＡマネージャは、一つのマネージャ予約エリアに格納される。マネージャ予約
エリアは、１つのＥＣＣブロックで構成される。マネージャ予約エリアを構成する１つの
ＥＣＣブロック内に、同一内容が６４バイト単位で多重書きされる。例えば、現在使用中
のＤＭＡ予約エリアの位置情報が６４バイト単位で多重書きされる。一つのＥＣＣブロッ
クが、３２セクタで構成されているとする。また、１セクタは、２０４８バイトであると
する。つまり、一つのＥＣＣブロックのサイズは、２０４８バイト＊３２セクタであると
する。この場合には、各セクタに３２個の同一内容が記録される。即ち、一つのＥＣＣブ
ロックには、３２＊３２個の同一内容が繰り返し記録されることになる。これにより、Ｅ
ＣＣブロックとしては全く訂正できないほど欠陥が多い場合でも、部分的にＥＣＣブロッ
クを訂正できさえすればかなりの確率で正しい情報（現在使用中のＤＭＡの位置情報）を
読み出すことができる。なお、ＥＣＣブロックについては、図３５～図３８を参照して、
後に詳しく説明する。
【００６５】
ここでは、６４バイト単位の多重書きについて説明したが、この発明はこれに限定される
ものではない。図３５及び図３６に示すように、１ＥＣＣブロック中の１つのデータライ
ンは１７２バイトである。ＥＣＣブロック全体としてエラー訂正できなくなっても、１７
２バイトのデータラインの単位でのエラー訂正が可能な場合がある。この点に着目して、
１７２バイトより十分に小さいデータサイズ（例えば６４バイト）の単位で同一情報を多
重書きしておくことにより、ＥＣＣブロック全体としてエラー訂正できなくなっても、デ
ータラインの単位でのエラー訂正により正しいデータを得ることができる。
【００６６】
図１８は、ＤＭＡマネージャの一例を示す図である。図１８に示すように、ＤＭＡマネー
ジャは、現在使用中の４つのＤＭＡ予約エリアのアドレスを管理している。例えば、ＤＭ
Ａｓｅｔ＃１－１、ＤＭＡｓｅｔ＃２－１、ＤＭＡｓｅｔ＃３－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－
１のアドレスを管理している。現在使用中のＤＭＡ予約エリアの位置を一意に特定できれ
ば、アドレスでなくエリア番号を記述するようにしてもよい。
【００６７】
図１９は、４つのＤＭＡ（ＤＭＡ１～４）の構成を示す図である。図２０は、ＤＭＡとＥ
ＣＣブロックの関係を示す図である。図１９に示すように、一つのＤＭＡ予約エリアは、
ＤＤＳ／ＰＤＬブロック、ＳＤＬブロック、ＲＳＶ（ｒｅｓｅｒｖｅｄ）ブロックを含ん
でいる。ＲＳＶブロックは、連続するＤＭＡ予約エリアの物理的距離を離して欠陥の連鎖
を避けるためのブロックである。つまり、実際には、図２０に示すように、ＤＭＡ予約エ
リアには、ＤＤＳ／ＰＤＬブロック、ＳＤＬブロックが格納される。
【００６８】
図３０は、ＰＤＬのコンテンツを示す図である。ＰＤＬは、最大１５８７１個エントリ可
能である（（２０４８＊３１－４）／４＝１５８７１）。図３１は、ＳＤＬのコンテンツ
を示す図である。ＳＤＬは、最大８１８９個エントリ可能である（（２０４８＊３１－２
４）／８＝８１８９）。
【００６９】
各ＤＭＡ（ＤＭＡ１、ＤＭＡ２、ＤＭＡ３、及びＤＭＡ４）は、例えば１００個のＤＭＡ
予約エリアを備える。つまり、トータルで４００個のＤＭＡ予約エリアが確保されている
。一つのＤＭＡ予約エリアは、上記したように３ブロックで構成されている。よって、ト
ータルで１２００個のブロックが確保されている。
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【００７０】
上記説明したように、ＤＭＡ１とＤＭＡ２は、リードインエリアに配置される。ＤＭＡ１
に含まれる第ｋ番目のＤＭＡ予約エリアと、ＤＭＡ２に含まれる第ｋ番目のＤＭＡ予約エ
リアには、同一の欠陥管理情報が記録される。つまり、ＤＭＡ１に含まれる第ｋ番目のＤ
ＭＡ予約エリアと、ＤＭＡ２に含まれる第ｋ番目のＤＭＡ予約エリアは、同時に使用され
る。即ち、ＤＭＡ１に含まれる第ｋ番目のＤＭＡ予約エリアと、ＤＭＡ２に含まれる第ｋ
番目のＤＭＡ予約エリアは、物理的に距離が近い方が、効率良く両者にアクセスできる。
そこで、ＤＭＡ１に含まれる第ｋ番目のＤＭＡ予約エリアと、ＤＭＡ２に含まれる第ｋ番
目のＤＭＡ予約エリアの距離が近くなるような物理的配置を採用する。
【００７１】
例えば、図１９及び図２７に示すように、ＤＭＡ１に含まれる第１のＤＭＡ予約エリア（
ＤＭＡｓｅｔ＃１－１）→ＤＭＡ２に含まれる第１のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃
２－１）→ＤＭＡ１に含まれる第２のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－２）→ＤＭ
Ａ２に含まれる第２のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃２－２）→…→ＤＭＡ１に含ま
れる第ＮのＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－Ｎ）→ＤＭＡ２に含まれる第ＮのＤＭ
Ａ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃２－Ｎ）の順に配置する。これにより、ＤＭＡ１及びＤＭ
Ａ２に含まれる現在使用中のＤＭＡ予約エリアからの欠陥管理情報の読み出し時間を短縮
することができ、さらにはＤＭＡ１及びＤＭＡ２に含まれるＤＭＡ予約エリア対する欠陥
管理情報の遷移処理（書き移し処理）も短縮することができる。
【００７２】
リードアウトエリアに配置されるＤＭＡ３及びＤＭＡ４についても、同様である。つまり
、図１９に示すように、ＤＭＡ３に含まれる第１のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃３
－１）→ＤＭＡ４に含まれる第１のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）→ＤＭＡ
３に含まれる第２のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃３－２）→ＤＭＡ４に含まれる第
２のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃４－２）→…→ＤＭＡ３に含まれる第ＮのＤＭＡ
予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃３－Ｎ）→ＤＭＡ４に含まれる第ＮのＤＭＡ予約エリア（Ｄ
ＭＡｓｅｔ＃４－Ｎ）の順に配置する。
【００７３】
但し、アクセス速度を重要視しない場合には、各ＤＭＡ予約エリアは物理的に離して配置
するようにしてもよい。これにより、傷や指紋などの欠陥要因に強いＤＭＡを構築するこ
ともできる。アクセス速度と信頼性とのバランスによって、ＤＭＡ１～４の物理配置を決
めることができる。
【００７４】
図２１及び図２８は、ＤＭＡマネージャとＤＭＡの配置を示す図である。ＤＭＡマネージ
ャは、リードインエリアのマネージャ予約エリア（ＤＭＡ　Ｍａｎａｇｅｒ１－１～１－
１０）とリードアウトエリアのマネージャ予約エリア（ＤＭＡ　Ｍａｎａｇｅｒ２－１～
２－１０）に格納される。ＤＭＡは、リードインエリアに二つ（ＤＭＡ１、ＤＭＡ２）、
リードアウトエリアに二つ（ＤＭＡ３、ＤＭＡ４）配置される。
【００７５】
図２２は、ＤＭＡの遷移を示す図である。図２２に示すように、４つのＤＭＡは同時に遷
移する。夫々のＤＭＡが単独に遷移する場合に比べ、４つのＤＭＡを同時に遷移させるこ
とにより、ＤＭＡ間の物理的距離を広げずにすむ。これにより、アクセス性能を劣化させ
ずにすむ。また、システム障害発生時のリカバリが容易になる。
【００７６】
初期状態（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｔａｔｅ）では、各ＤＭＡ（ＤＭＡ１、ＤＭＡ２、ＤＭＡ
３、ＤＭＡ４）の先頭（第１）のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－１、ＤＭＡｓｅ
ｔ＃２－１、ＤＭＡｓｅｔ＃３－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）が使われる。各ＤＭＡの先
頭のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－１、ＤＭＡｓｅｔ＃２－１、ＤＭＡｓｅｔ＃
３－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）の中の１個以上のＤＭＡ予約エリアが欠陥エリアに該当
してしまった場合は、各ＤＭＡの２番目のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－２、Ｄ

10

20

30

40

50

(14) JP 3869382 B2 2007.1.17



ＭＡｓｅｔ＃２－２、ＤＭＡｓｅｔ＃３－２、ＤＭＡｓｅｔ＃４－２）に欠陥管理情報が
遷移される。以下同様に欠陥管理情報が遷移され、各ＤＭＡのＮ番目のＤＭＡ予約エリア
（ＤＭＡｓｅｔ＃１－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ＃２－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ＃３－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ
＃４－Ｎ）に欠陥管理情報が遷移されると、記録動作が禁止される。その後、媒体は、再
生専用の媒体として扱われる。
【００７７】
図２３は、ＤＭＡマネージャの遷移を示す図である。ＤＭＡマネージャについても、ＤＭ
Ａと同様に遷移する。つまり、初期状態（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｔａｔｅ）では、各マネー
ジャ格納エリア（Ｍａｎ１、Ｍａｎ２）の先頭（第１）のマネージャ予約エリア（ＤＭＡ
＿Ｍａｎ＃１－１、ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃２－１）に、最新のＤＭＡマネージャが格納される
。各マネージャ格納エリアの先頭（第１）のマネージャ予約エリア（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１
－１、ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃２－１）の中の１個以上のマネージャ予約エリアが欠陥エリアに
該当してしまった場合は、各マネージャ格納エリアの２番目のマネージャ予約エリア（Ｄ
ＭＡ＿Ｍａｎ＃１－２、ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃２－２）にＤＭＡマネージャが遷移される。以
下同様にＤＭＡマネージャが遷移され、各マネージャ格納エリアのＮ番目のマネージャ予
約エリア（ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃１－Ｎ、ＤＭＡ＿Ｍａｎ＃２－Ｎ）にＤＭＡマネージャが遷
移されると、記録動作が禁止される。
【００７８】
図２４は、各ＤＭＡのコンディションを示す図である。一旦欠陥エリアに該当すると判定
されてしまったＤＭＡ予約エリアは、通常、その後も継続して欠陥エリアに該当するはず
である。しかし、たまたまゴミなどの付着により欠陥エリアに該当すると判定されてしま
ったＤＭＡ予約エリアは、その後、欠陥エリアに該当しないと判定されてしまうことがあ
る。つまり、一旦欠陥エリアに該当すると判定されてしまったＤＭＡ予約エリアであって
も、その後、データが正しく読み出せるようになることがある。
【００７９】
また、通常は、第１のＤＭＡ予約エリアが欠陥エリアに該当する場合は、この第１のＤＭ
Ａ予約エリアの次の第２のＤＭＡ予約エリアに欠陥管理情報が遷移されるはずである。し
かし、なんらかの要因で、第１のＤＭＡ予約エリアが欠陥エリアに該当する場合に、第３
のＤＭＡ予約エリア又は第４のＤＭＡ予約エリア等に欠陥管理情報が遷移されてしまうこ
ともある。この場合、第２のＤＭＡ予約エリアは、Ｒｅｓｅｒｖｅｄの状態となる。つま
り、第２のＤＭＡ予約エリアは、ブランクと判定されてしまう。つまり、ノーマルな状態
では、現在使用中のＤＭＡ予約エリアからは、欠陥管理情報が正しく読み出せる。しかし
ながら、アブノーマルな状態では、現在使用中のＤＭＡ予約エリアが欠陥エリアに該当し
てしまったり、現在使用中のＤＭＡ予約エリアがブランクであったりしてしまうことがあ
る。欠陥エリアの誤判定は、ＤＭＡ予約エリアの無用な推移を招くことになる。つまり、
単純に読み出しの状態だけで、ＤＭＡ予約エリアの状態を判定することはできない。
【００８０】
図２５は、ノーマルなＤＭＡ予約エリアの状態を示す図である。図２５に示すように、例
えば、ケース１～５が考えられる。上記したようにＤＭＡは、複数のＤＭＡ予約エリアを
備えている。複数のＤＭＡ予約エリアの中の先頭のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１
－１、ＤＭＡｓｅｔ＃２－１、ＤＭＡｓｅｔ＃３－１、ＤＭＡｓｅｔ＃４－１）を”ｈｅ
ａｄ”、最後のＤＭＡ予約エリア（ＤＭＡｓｅｔ＃１－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ＃２－Ｎ、ＤＭ
Ａｓｅｔ＃３－Ｎ、ＤＭＡｓｅｔ＃４－Ｎを”ｔａｉｌ”、先頭のＤＭＡ予約エリアと最
後のＤＭＡ予約エリアとの間のいくつかのＤＭＡ予約エリアを”ｂｏｄｙ”と称する。
【００８１】
ケース１は、アンフォーマットな状態の情報記憶媒体である。つまり、”ｈｅａｄ”、”
ｂｏｄｙ”、”ｔａｉｌ”に該当する全てのＤＭＡ予約エリアは、リザーブ状態である。
【００８２】
ケース２は、初期化された状態の情報記憶媒体である。つまり、”ｈｅａｄ”に該当する
ＤＭＡ予約エリアが現在使用中であり、”ｂｏｄｙ”、”ｔａｉｌ”に該当するＤＭＡ予
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約エリアはリザーブ状態である。
【００８３】
ケース３は、ＤＭＡの遷移が発生した状態の情報記憶媒体である。つまり、”ｈｅａｄ”
に該当するＤＭＡ予約エリアは欠陥エリアであり、”ｂｏｄｙ”に該当するいくつかのＤ
ＭＡ予約エリアのうちの所定のＤＭＡ予約エリアが現在使用中のエリアとなり、この現在
使用中のＤＭＡ予約エリアより後ろのＤＭＡ予約エリアはリザーブ状態である。
【００８４】
ケース４は、最終段階の情報記憶媒体である。つまり、”ｈｅａｄ”、”ｂｏｄｙ”に該
当するＤＭＡ予約エリアは欠陥エリアであり、”ｔａｉｌ”に該当するＤＭＡ予約エリア
が現在使用中のエリアである。
【００８５】
ケース５は、全く使用できなくなった状態の情報記憶媒体である。つまり、つまり、”ｈ
ｅａｄ”、”ｂｏｄｙ”、”ｔａｉｌ”に該当する全てのＤＭＡ予約エリアが欠陥エリア
である。
【００８６】
なお、リザーブ状態を簡単に識別することができるように、リザーブ状態のエリアにリザ
ーブ状態であることを示す識別子を格納するようにしてもよい。
【００８７】
図１５に示すこの発明の情報記録再生装置（主制御部２０）は、現在使用中のＤＭＡを探
し出す方式として、テーブルルックアップ（Ｔａｂｌｅ　ｌｏｏｋｕｐ）方式及びインク
リメンタル（Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ）方式の両方をサポートする。つまり、この発明の
情報記憶媒体は、テーブルルックアップ方式及びインクリメンタル方式の両方を適用可能
なハイブリットサーチフォーマット（ＨＳＦ）である。通常は、主制御部２０は、テーブ
ルルックアップ方式により現在使用中のＤＭＡを探し出す。テーブルルックアップ方式と
は、ＤＭＡマネージャに基づき、現在使用中のＤＭＡを探し出す方式である。万一、ＤＭ
Ａマネージャが読み出せない場合には、主制御部２０は、インクリメンタル方式により現
在使用中のＤＭＡを探し出す。インクリメンタル方式とは、ＤＭＡに含まれる全てのＤＭ
Ａ予約エリアを順にチェックし、現在使用中のＤＭＡを探し出す方式である。つまり、イ
ンクリメンタル方式は、テーブルルックアップ方式のリカバリーとして使用される。
【００８８】
図２４で説明したように、インクリメンタル方式だけに頼り、現在使用中のＤＭＡ予約エ
リアをサーチすると、現在使用中のＤＭＡ予約エリアを誤判定してしまうことがある。図
２６は、アブノーマルな状態のＤＭＡ予約エリアの誤判定の一例を説明する図である。例
えば、第１（先頭）のＤＭＡ予約エリアに格納されている欠陥管理情報が、第２のＤＭＡ
予約エリアよりも後続の第２＋αのＤＭＡ予約エリアに遷移させられてしまうことがある
。本来なら、第１のＤＭＡ予約エリアに格納されている欠陥管理情報は、第２のＤＭＡ予
約エリアに遷移させられるべきである。しかし、この第２のＤＭＡ予約エリアのアドレス
エラー等の障害により、この第２のＤＭＡ予約エリアが使用できない場合には、第２のＤ
ＭＡ予約エリアよりも後続の第２＋αのＤＭＡ予約エリアが使用されることになる。しか
し、この遷移の後に、例えば第１（先頭）のＤＭＡ予約エリアから欠陥管理情報が読み出
せてしまうと、この第１（先頭）のＤＭＡ予約エリアが現在使用中であると誤判定してし
まう。このような誤判定を防ぐために、インクリメンタル方式でサーチする場合には、十
分な窓幅で判定することが必要であり、判定に時間がかかる。そこで、この発明の情報記
録再生装置は、高速サーチが可能なテーブルルックアップ方式を優先的に利用し、テーブ
ルルックアップ方式で現在使用中のＤＭＡ予約エリアを見つけることができない場合に限
り、インクリメンタル方式でサーチする。
【００８９】
図２９は、交替処理に伴い書き換える必要のあるエリアを示す図である。例えば、ユーザ
エリア上の所定のエリアが欠陥エリアに該当することが判明すると、この所定のエリアに
記録されるはずの情報はスペアエリアに交替記録される。これに伴い、この所定のエリア
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（交替元）のアドレスとスペアエリア（交替先）のアドレスとが欠陥管理情報として、各
ＤＭＡ（ＤＭＡ１～４）の第ｋ番目のＤＭＡ予約エリアに記録される。ＤＭＡマネージャ
は、ＤＭＡの推移が発生した場合に書き換えられる。従って、ＤＭＡマネージャの書き換
えの頻度は低い。
【００９０】
図３２は、ＤＭＡの更新処理の概略を示すフローチャートである。図３２に示すように、
まず、図１５に示す情報記録再生装置の主制御部２０は、テーブルルックアップ方式によ
り現在使用中のＤＭＡ予約エリアをサーチする（ＳＴ１０１）。つまり、最新のＤＭＡマ
ネージャから現在使用中のＤＭＡ予約エリアを示す位置情報が読み出せれば、現在使用中
のＤＭＡ予約エリアを見つけ出すことができる（ＳＴ１０２、ＹＥＳ）。テーブルルック
アップ方式により現在使用中のＤＭＡ予約エリアを見つけ出すことができなければ（ＳＴ
１０２、ＮＯ）、主制御部２０は、インクリメンタル方式により現在使用中のＤＭＡ予約
エリアをサーチする（ＳＴ１０３）。インクリメンタル方式により現在使用中のＤＭＡ予
約エリアを見つけ出すことができなければ（ＳＴ１０４、ＮＯ）、ＤＭＡ更新処理は失敗
となる（ＳＴ１０５）。
【００９１】
現在使用中のＤＭＡ予約エリアが見つかれば（ＳＴ１０２、ＹＥＳ）（ＳＴ１０４、ＹＥ
Ｓ）、主制御部２０は、この現在使用中のＤＭＡ予約エリアの遷移が必要か否かを判断す
る（ＳＴ１０６）。この現在使用中のＤＭＡ予約エリアが欠陥エリアに該当する場合には
、この現在使用中のＤＭＡ予約エリアの遷移が必要と判断する（ＳＴ１０６、ＹＥＳ）。
【００９２】
遷移が不要な場合は（ＳＴ１０６、ＮＯ）、主制御部２０は、この現在使用中のＤＭＡ予
約エリアに格納されている欠陥管理情報を、交替処理に伴い更新する（ＳＴ１０８）。遷
移が必要な場合は（ＳＴ１０６、ＹＥＳ）、主制御部２０は、現在使用中のＤＭＡ予約エ
リアに格納されている欠陥管理情報を、新たなＤＭＡ予約エリア（次のＤＭＡ予約エリア
）に書き移し（ＳＴ１０７）、さらに欠陥管理情報を交替処理に伴い更新する（ＳＴ１０
８）。
【００９３】
図３３は、ＤＭＡマネージャの更新処理の概略を示すフローチャートである。まず、主制
御部２０は、現在のＤＭＡマネージャの遷移が必要か否かを判断する（ＳＴ１１１）。こ
の現在使用中のＤＭＡマネージャを格納したマネージャ予約エリアが欠陥エリアに該当す
る場合には、この現在使用中のＤＭＡ予約エリアの遷移が必要と判断する（ＳＴ１１１、
ＹＥＳ）。遷移が必要な場合は（ＳＴ１１１、ＹＥＳ）、主制御部２０は、現在使用中の
ＤＭＡマネージャを、新たなマネージャ予約エリア（次のマネージャ予約エリア）に書き
移す（ＳＴ１１２）。また、ＤＭＡの遷移があった場合には（ＳＴ１１３、ＹＥＳ）、主
制御部２０は、ＤＭＡの遷移に伴いＤＭＡマネージャを更新する（ＳＴ１１４）。
【００９４】
図３４は、ＤＭＡに基づく再生処理の概略を示すフローチャートである。図３４に示すよ
うに、まず、図１５に示す情報記録再生装置の主制御部２０は、テーブルルックアップ方
式により現在使用中のＤＭＡ予約エリアをサーチする（ＳＴ１２１）。つまり、最新のＤ
ＭＡマネージャから現在使用中のＤＭＡ予約エリアを示す位置情報が読み出せれば、現在
使用中のＤＭＡ予約エリアを見つけ出すことができる（ＳＴ１２２、ＹＥＳ）。テーブル
ルックアップ方式により現在使用中のＤＭＡ予約エリアを見つけ出すことができなければ
（ＳＴ１２２、ＮＯ）、情報記録再生装置の主制御部２０は、インクリメンタル方式によ
り現在使用中のＤＭＡ予約エリアをサーチする（ＳＴ１２３）。インクリメンタル方式に
より現在使用中のＤＭＡ予約エリアを見つけ出すことができなければ（ＳＴ１２４、ＮＯ
）、再生処理は失敗となる（ＳＴ１２５）。
【００９５】
現在使用中のＤＭＡ予約エリアが見つかれば（ＳＴ１２２、ＹＥＳ）（ＳＴ１２４、ＹＥ
Ｓ）、主制御部２０の再生制御により、この現在使用中のＤＭＡ予約エリアから欠陥管理
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情報が読み出される（ＳＴ１２６）。読み出された欠陥管理情報に基づき、ユーザエリア
に記録されたユーザデータが再生される（ＳＴ１２７）。
【００９６】
ここで、図３５～図３８を参照して、６４ＫＢで構成されるＥＣＣブロックについて説明
する。現行のＤＶＤ－ＲＡＭに記録される一つのＥＣＣブロックは、３２ＫＢで構成され
ている。現行のＤＶＤ－ＲＡＭよりもさらなる高密度記録を実現するために、ここでは６
４ＫＢで構成されるＥＣＣブロックについて説明する。
【００９７】
図３５は、ＥＣＣブロックのデータ構造を示す図である。ＥＣＣブロックは、連続する３
２個のスクランブルドフレームから形成されている。縦方向に１９２行＋１６行、横方向
に（１７２＋１０）×２列が配置されている。Ｂ０、０、Ｂ１、０、…はそれぞれ１バイ
トである。ＰＯ及びＰＩは、エラー訂正コードであり、ＰＯはアウターパリティー、ＰＩ
はインナーパリティーである。
【００９８】
図３５に示すＥＣＣブロックは、（６行×１７２バイト）単位が１スクランブルドフレー
ムとして扱われる。このようにスクランブルドフレーム配置として書き直した図が、図３
６である。つまり連続する３２個のスクランブルドフレームからなる。さらに、（ブロッ
ク１８２バイト×２０７バイト）がペアとして扱われる。左側のＥＣＣブロックの各スク
ランブルドフレームの番号にＬを付け、右側のＥＣＣブロックの各スクランブルドフレー
ムの番号にＲを付けると、スクランブルドフレームは、図３６に示すように配置されてい
る。つまり左側のブロックに左と右のスクランブルドフレームが交互に存在し、また右側
のブロックにも左と右のスクランブルドフレームが交互に存在する。
【００９９】
つまり、ＥＣＣブロックは、３２個の連続スクランブルドフレームから形成される。奇数
セクタの左半分の各行は、右半分の行と交換されている。１７２×２バイト×１９２行は
１７２バイト×１２行×３２スクランブルドフレームに等しく、情報フィールドとなる。
１６バイトのＰＯが、各１７２×２列にＲＳ（２０８，１９２，１７）のアウターコード
を形成するために付加される。また１０バイトのＰＩ（ＲＳ（１８２，１７２，１１））
が、左右のブロックの各２０８×２行に付加される。ＰＩは、ＰＯの行にも付加される。
【０１００】
フレーム内の数字は、スクランブルドフレーム番号を示し、サフィックスのＲ，Ｌは、ス
クランブルドフレームの右側半分と、左側半分を意味する。図３５に示したＰＯ，ＰＩの
生成は以下のような手順で行なわれる。
【０１０１】
先ず、列ｊ（ｊ＝０～１７１と、ｊ＝１８２～３５３）に対して、１６バイトのＢ i,j(ｉ
＝１９２～２０７ )が付加される。このＢ i,jは、多項式Ｒ j(X)により定義されており、こ
の多項式は、アウターコードＲＳ（２０８，１９２，１７）を各１７２×２列に形成する
ものである。
【０１０２】
次に、行 i（ i＝０～２０７）に対して、１０バイトのＢ i,j(j＝１７２～１８１、 j＝３５
４～３６３ )が付加される。このＢ i,jは、多項式Ｒ i(X)により定義されており、この多項
式は、インナーコードＲＳ（１８２，１７２，１１）を（２０８×２）／２の各行に形成
するものである。
【０１０３】
図３７は、ＥＣＣブロックにおいて、アウターパリティー（ＰＯ）が、左側ブロック、右
側ブロックにそれぞれインターリーブされた様子を示す。図３５の各Ｂマトリックスの要
素であるＢ i,jは、２０８行×１８２×２列を構成している。このＢマトリックスは、Ｂ i
,jがＢｍ ,ｎで再配置されるように、行間においてインターリーブされている。
【０１０４】
この結果、図３７に示す様に、１６のパリティー行は、１行ずつ分散される。つまり、１
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６のパリティー行は、２つの記録フレーム置きに対して、１行ずつ配置される。したがっ
て、１２行からなる記録フレームは、１２行＋１行となる。この行インターリーブが行な
われた後、１３行×１８２バイトは、記録フレームとして参照される。したがって、行イ
ンターリーブが行なわれた後の、ＥＣＣブロックは、３２個の記録フレームである。１つ
の記録フレーム内には、図３６で説明したように、右側と、左側のブロックの行が６行ず
つ存在する。また、ＰＯは、左のブロック（１８２×２０８バイト）と、右のブロック（
１８２×２０８バイト）間では、異なる行に位置するように配置されている。図では、１
つの完結型のＥＣＣブロックとして示している。しかし、実際のデータ再生時には、この
ようなＥＣＣブロックが連続してエラー訂正処理部に到来する。このようなエラー訂正処
理の訂正能力を向上するために、図３７に示すようなインターリーブ方式が採用される。
【０１０５】
図３８は、記録されたデータフィールド（偶数フィールドと奇数フィールド）の構成例を
説明する図である。図３８において、 Even Recorded data field及び Odd Recorded data 
fieldのいずれも最後の２シンクフレーム（すなわち最後の“ SYNC codeがＳＹ３”の部分
とその直後の“シンクデータ”及び“ SYNC codeがＳＹ１”の部分とその直後の“シンク
データ”が並んだ部分）内のシンクデータ領域に図３７で示したＰＯ（ Parity Out）の情
報が挿入される。
【０１０６】
すなわち、 Even Recorded data field内の最後の２シンクフレーム箇所には図３６に示し
た“左側のＰＯの一部”が挿入され、 Odd Recorded data field内の最後の２シンクフレ
ーム箇所には図３６に示した“右側のＰＯの一部”が挿入される。図３６に示すように１
個のＥＣＣブロックはそれぞれ左右の“小ＥＣＣブロック”から構成され、セクタ毎に交
互に異なるＰＯグループ（左の小ＥＣＣブロックに属するＰＯか、右の左の小ＥＣＣブロ
ックに属するＰＯか）のデータが挿入される。
【０１０７】
以下、上記説明した第２の欠陥管理方法による作用・効果についてまとめる。
【０１０８】
例えば、この発明の情報記憶媒体が、１０００回のオーバーライトまで可能であるとする
。この情報記憶媒体において、１００００件の欠陥管理情報の登録を実現する。この場合
、ＤＭＡを１０００回ごとに遷移させれば、１０回（＝１００００／１０００）の遷移で
、計算上は１００００件の欠陥管理情報の登録に耐えられることとなる。つまり、ＤＭＡ
を交替できるようにすることで、オーバーライト特性の悪さを克服することが可能となる
。
【０１０９】
従来は、ＤＭＡ自身が欠陥管理されていない。このため、繰り返し記録可能な回数よりも
、欠陥管理情報の書き換え回数が多くなると、事実上十分な欠陥管理ができないという問
題があった。たとえば、１０００回程度しかオーバーライトできない情報記憶媒体の場合
には、１０００回を超える欠陥管理情報の書き換えにより、ＤＭＡ自体が欠陥になってし
まう可能性があった。市場に出回る情報記憶媒体の中には品質が悪いものもあり、このよ
うな媒体の場合には１００回程度のオーバーライトにより欠陥ブロックになってしまうこ
ともある。このような粗悪な媒体では、一部の欠陥のために媒体全体が使えなくなってし
まうことがある。
【０１１０】
以下にまとめたようなこの第２の欠陥管理方法により、１０００回程度しかオーバーライ
トできない情報記憶媒体の性能を飛躍的に向上させることができる。
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この発明の欠陥管理によれば、１０００回程度のオーバーライトしかできない媒体の見か
け上のオーバーライト特性を向上させることができる。例えば、１０万回程度のオーバー
ライトが可能となる。これはＤＶＤ－ＲＡＭのオーバーライト回数と同等の値である。１
０００回のオーバーライトされたエリアを、新しいエリアに交替させる。計算上は、１０
００００／１０００＝１００セットのＤＭＡ予約エリアが用意されていればよい。媒体が
、１００セットのＤＭＡ予約エリアを持つことで、１０００回程度のオーバーライトしか
できない媒体であっても、１０万回程度のオーバーライトが可能な媒体と同等の性能を持
つことができる。また、媒体が、同じ内容のＤＭＡを、例えばリードインエリアに２つ、
リードアウトエリアに２つ、合計４つ持つ。これにより、あるＤＭＡから情報が読み出せ
なくなっても他のＤＭＡから情報が読み出せれば、正しい欠陥管理が継続できる。つまり
、同時に使えるＤＭＡを複数持つと同時に、個々のＤＭＡが劣化した場合に、新しいＤＭ
Ａ予約エリアに欠陥管理情報を移す。これにより、ＤＭＡ自体を障害から守る能力を高め
ることが可能となる。例えば、媒体上に、同時に４つのＤＭＡを配置する構成の場合には
、各ＤＭＡがＤＭＡ予約エリアを１００個ずつ持つ。つまり、媒体上に、トータル４００
個のＤＭＡ予約エリアを用意しておけばよい。
なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組
み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態
には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合
わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいく
つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決で
き、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除され
た構成が発明として抽出され得る。
【０１１１】
【発明の効果】
この発明によれば、オーバーライトに対する耐久性が比較的低い媒体であっても、信頼性
の高い欠陥管理が可能な情報記憶媒体を提供できる。また、この発明によれば、信頼性の
高い欠陥管理情報に基づき情報を再生することが可能な情報再生装置及び情報再生方法を
提供できる。さらに、この発明によれば、信頼性の高い欠陥管理情報を記録することが可
能な情報記録方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施の形態に係る情報記憶媒体（光ディスク）のデータ構造の概略
を示す図である。
【図２】交替処理を示すフローチャートである。
【図３】情報記憶媒体中に配置されるＤＭＡのデータ構造の概略を示す図である。
【図４】ＤＭＡに含まれるＤＤＳ／ＰＤＬブロックの先頭セクタ内に記述されるコンテン
ツの一例を示す図である。
【図５】ＤＭＡに含まれるＳＤＬブロックに記述されるコンテンツの一例を示す図である
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。
【図６】ＳＤＬに含まれる複数のＳＤＬエントリのうちの一つのＳＤＬエントリのデータ
構造の一例を示す図である。
【図７】ＤＭＡ系列の使用方法を説明するための状態遷移図である。
【図８】ＤＭＡに配置された各カウンタの状態とＤＭＡの推移との関係その１を示す図で
ある。
【図９】ＤＭＡに配置された各カウンタの状態とＤＭＡの推移との関係その２を示す図で
ある。
【図１０】現在使用中のＤＭＡを検索する手順を示すフローチャートである。
【図１１】ＤＭＡの登録及び更新処理を説明するためのフローチャートである。
【図１２】複数のＤＭＡ系列の使用方法を説明するための状態遷移図である。
【図１３】複数のＤＭＡ系列が配置されるリードインエリア及びリードアウトエリアを説
明するための図である。
【図１４】複数のＤＭＡ系列が配置された媒体の再生処理を示すフローチャートである。
【図１５】この発明の一実施の形態に係る情報記録再生装置の概略構成を示す図である。
【図１６】ＤＭＡマネージャによるＤＭＡ管理のイメージ図である。
【図１７】媒体上におけるＤＭＡ及びマネージャ格納エリアの配置、並びにマネージャ格
納エリア内のデータ構造を示す図である。
【図１８】マネージャ格納エリア内の一つのマネージャ予約エリアに格納されるＤＭＡマ
ネージャのデータ構造を示す図である。
【図１９】ＤＭＡ１～４に含まれるＤＭＡ予約エリアの配列を示す図である。
【図２０】ＤＭＡとＥＣＣブロックの関係を示す図である。
【図２１】ＤＭＡマネージャとＤＭＡの配置を示す図である。
【図２２】ＤＭＡの遷移を示す図である。
【図２３】ＤＭＡマネージャの遷移を示す図である。
【図２４】ＤＭＡのコンディションを示す図である。
【図２５】ＤＭＡ予約エリアのコンディションを示す図である。
【図２６】アブノーマルな状態のＤＭＡ予約エリアの誤判定の一例を説明する図である。
【図２７】媒体上におけるＤＭＡ及びマネージャ格納エリアの配置、並びにＤＭＡに含ま
れるＤＭＡ予約エリアの配列を示す図である。
【図２８】リードインエリア及びリードアウトエリア上のマネージャ格納エリア及びＤＭ
Ａの物理配置を示す図である。
【図２９】交替処理に伴い書き換える必要のあるエリアを示す図である。
【図３０】ＰＤＬのコンテンツを示す図である。
【図３１】ＳＤＬのコンテンツを示す図である。
【図３２】ＤＭＡの更新処理の概略を示すフローチャートである。
【図３３】ＤＭＡマネージャの更新処理の概略を示すフローチャートである。
【図３４】ＤＭＡに基づく再生処理の概略を示すフローチャートである。
【図３５】ＥＣＣブロックのデータ構造を示す図である。
【図３６】スクランブルドフレーム配置を示す図である。
【図３７】インターリーブされたＥＣＣブロックのデータ構造を示す図である。
【図３８】記録されたデータフィールドのデータ構成を示す図である。
【符号の説明】
１…情報記憶媒体（光ディスク）、２…変調回路、３…レーザ制御回路、４…レーザ、５
…コリメートレンズ、６…偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）、７…４分の１波長板、８…
対物レンズ、９…集光レンズ、１０…光検出器、１１…信号処理回路、１２…復調回路、
１３…フォーカスエラー信号生成回路、１４…トラッキングエラー信号生成回路、１６…
フォーカス制御回路、１７…トラッキング制御回路、２０…主制御部、ＳＡ…スペアエリ
ア、ＵＡ…ユーザエリア、Ａ１…リードインエリア、Ａ２…データエリア、Ａ３…リード
アウトエリア
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】
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