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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録／再生の可能な光ディスク上にデータを記録する方法において、
　前記物理的クラスタの前後にそれぞれデータを正確に記録するためのランインとランア
ウトとを備え、
　前記ランアウトにあるガード部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録する
ことにより、記録が連続的に行われ始める物理的クラスタの前で前記ランインの一部と前
記ランアウトの一部とをリンキングさせることを特徴とする光ディスクの記録方法。
【請求項２】
　記録をしようとする領域の最後のランアウトで記録の終了を表すデータを記録すること
を特徴とする請求項１記載の光ディスクの記録方法。
【請求項３】
　前記ランインとランアウトとにはユーザデータを保護するための別途のガード１とガー
ド２とをさらに備え、
　前記最後のランアウトにあるガード２を隣接するガード２と異なるパターンで記録する
ことを特徴とする請求項２に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項４】
　記録は、既に記録された領域に後続する記録されていないブランク領域に連続的に行わ
れることを特徴とする請求項１または３に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項５】
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　記録は、既に記録された領域の一部領域にオーバーライティングされることを特徴とす
る請求項１または３に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項６】
　記録／再生の可能な光ディスクにデータを記録する方法において、
　その前後にそれぞれランインとランアウトとを備えた物理的クラスタにデータの記録が
連続的に行われる時、前記ランアウトにあるガード部分を隣接するガード部分とは異なる
パターンで記録することにより、データが記録され始める物理的クラスタの前で前記ラン
インの一部と前記ランアウトの一部とをリンキングさせる段階と、
　記録が行われる領域内に記録できない欠陥領域が含まれる時、前記ランアウトにあるガ
ード部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録することにより、前記欠陥領域
に後続するランインの一部とランアウトの一部とをリンキングさせる段階とを含むことを
特徴とする光ディスクの記録方法。
【請求項７】
　前記ランインとランアウトとにはユーザデータを保護するための別途のガード１とガー
ド２とをさらに備えることを特徴とする請求項６に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項８】
　前記欠陥領域の前にあるランアウトのガード２を隣接するガード２と異なるパターンで
記録して記録の終了を表すことを特徴とする請求項７に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項９】
　データの記録が終了する最後の物理的クラスタに後続するランアウトのガード２を、隣
接するガード２と異なるパターンで記録して記録の終了を表すことを特徴とする請求項６
ないし８のうち何れか一項に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１０】
　データの記録は、既に記録された領域に後続する記録されていないブランク領域に連続
的に行われることを特徴とする請求項６ないし８のうち何れか一項に記載の光ディスクの
記録方法。
【請求項１１】
　データの記録は、既に記録された領域の一部領域にオーバーライティングされることを
特徴とする請求項６ないし８のうち何れか一項に記載の光ディスクの記録方法。
【請求項１２】
　データの記録及び／または再生の可能な光ディスクにおいて、
　データが記録される複数の物理的クラスタと、
　前記物理的クラスタの前後にそれぞれデータを正確に記録するために備えられたランイ
ン及びランアウトとを含み、
　前記ランアウトにあるガード部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録する
ことにより、記録が連続的に行われ始める物理的クラスタの前にあるランインの一部とラ
ンアウトの一部とをリンキングさせることを特徴とする光ディスク。
【請求項１３】
　データの記録が終了する領域の最後のランアウトに記録の終了を表すデータが記録され
たことを特徴とする請求項１２に記載の光ディスク。
【請求項１４】
　前記ランアウトにはユーザデータを保護するためのガード２が備えられ、前記最後のラ
ンアウトにあるガードが隣接するガード２と異なるパターンで記録されてデータの終了を
表すことを特徴とする請求項１３に記載の光ディスク。
【請求項１５】
　前記記録は、既に記録された領域に後続する記録されていないブランク領域に連続的に
行うことを特徴とする請求項１２ないし１４のうち何れか一項に記載の光ディスク。
【請求項１６】
　前記記録は、既に記録された領域の一部領域にオーバーライティングされることを特徴
とする請求項１２ないし１４のうち何れか一項に記載の光ディスク。
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【請求項１７】
　データの記録及び／または再生の可能な光ディスクにおいて、
　データが記録される複数の物理的クラスタと、
　前記物理的クラスタの前後にそれぞれデータを正確に記録するために備えられたランイ
ン及びランアウトと、
　データの記録前または記録中に欠陥が発生した欠陥領域とを含み、
　前記欠陥領域と物理的クラスタとを含む一部領域に連続的に記録が行われる時、前記ラ
ンアウトにあるガード部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録することによ
り、記録が開始される領域の前にあるランインの一部とランアウトの一部とをリンキング
させることを特徴とする光ディスク。
【請求項１８】
　前記欠陥領域の前にあるランアウトに記録の終了を表すデータが記録されたことを特徴
とする請求項１７に記載の光ディスク。
【請求項１９】
　前記ランアウトにはユーザデータを保護するためのガード２が備えられ、
　前記欠陥領域の前にあるランアウトのガード２が、隣接するガード２と異なるパターン
で記録されて記録の終了を表すことを特徴とする請求項１８に記載の光ディスク。
【請求項２０】
　前記欠陥領域に後続するランインの一部とランアウトの一部とをリンキングさせること
を特徴とする請求項１７ないし１９のうち何れか一項に記載の光ディスク。
【請求項２１】
　記録が終了する領域の最後のランアウトに記録の終了を表すデータが記録されたことを
特徴とする請求項１７ないし１９のうち何れか一項に記載の光ディスク。
【請求項２２】
　前記ランアウトにはユーザデータを保護するためのガード２が備えられ、前記ガード２
が隣接するガード２と異なるパターンで記録されて記録の終了を表すことを特徴とする請
求項２１に記載の光ディスク。
【請求項２３】
　前記記録は、既に記録された領域に後続する記録されていないブランク領域に連続的に
行われることを特徴とする請求項１７、１８、１９または２２に記載の光ディスク。
【請求項２４】
　前記記録は、既に記録された領域の一部領域にオーバーライティングされることを特徴
とする請求項１７、１８、１９または２２に記載の光ディスク。
【請求項２５】
　前記光ディスクは、反復記録可能な光ディスク、１回記録可能な光ディスク、再生専用
ディスクのうち何れか一つであることを特徴とする請求項１または６に記載の光ディスク
の記録方法。
【請求項２６】
　前記光ディスクは、反復記録可能な光ディスク、１回記録可能な光ディスク、再生専用
ディスクのうち何れか一つであることを特徴とする請求項１２または１７に記載の光ディ
スク。
【請求項２７】
　前記欠陥領域がアドレス情報エラーまたはＩＤエラーによって発生した場合、前記欠陥
領域の後尾と欠陥領域に後続する物理的クラスタのランイン間でリンキングが行われるこ
とを特徴とする請求項１７に記載の光ディスク。
【請求項２８】
　記録／再生の可能な光ディスクにデータを記録する方法において、
　記録が行われる領域内にアドレス情報エラーまたはＩＤエラーによる欠陥領域が発生す
る時、前記ランアウトにあるガード部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録
することにより、前記欠陥領域の後尾と欠陥領域に後続する物理的クラスタのランインの



(4) JP 4077820 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

一部とでリンキングさせる段階を含むことを特徴とする光ディスクの記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光ディスク及び光ディスクの記録方法に係り、さらに詳細には光ディスクにデ
ータが記録される時、記録開始部分でのリンキングを規定した光ディスク及び光ディスク
の記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、光ディスクは、非接触式で情報を記録／再生する光ピックアップ装置の情報
記録媒体として広く採用され、情報記録容量によってコンパクトディスク（ＣＤ）、デジ
タル多機能ディスク（ＤＶＤ）に区分される。そして、記録、消去及び再生の可能な光デ
ィスクとしては、６５０ＭＢ　ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、４.７ＧＢ　ＤＶＤ＋ＲＷなどが
ある。更に、記録容量が２３ＧＢであるＨＤ－ＤＶＤも開発されている。
【０００３】
　ここで、反復記録可能なＣＤ－ＲＷの場合、一定容量の記録可能な基本記録単位をパケ
ットと称し、このパケットの構造を図１に示した。ユーザデータが記録されるユーザデー
タブロック１０５を中心として、その前後に複数のランインブロック１０３とランアウト
ブロック１１０とが規定されている。また、基本記録単位の先頭に連続記録可能にリンク
ブロック１００を置いている。ユーザデータブロック１０５が一部の記録不能の欠陥領域
を含む場合、この欠陥領域には記録できないので、欠陥領域の前に記録を終了しなければ
ならない。しかし、このような欠陥領域が発生した場合、光ディスクの記録／再生方法ま
たはディスク構造について具体的に規定されていない。したがって、ディスクまたは記録
／再生装置の製造社ごとに欠陥領域に対する処理が変わる恐れがあり、これにより、ディ
スクドライブの互換性の側面で問題が発生する恐れがある。このような問題はＣＤ系列の
ディスクだけでなく、ＤＶＤ系列及び更にＨＤ－ＤＶＤ系列でも共通的に発生する恐れが
ある。これに光ディスクに対する規格化の必要性がある。
【０００４】
　本出願人は、韓国公開特許２０００－７５３７４号でＤＶＤ－ＲＷに対して、欠陥領域
の直後に一定の規定のリンキングスキームが適用される欠陥領域の処理方法と記録媒体と
について開示したことがある。
【０００５】
　しかし、今後出市される２０ＧＢ以上の容量の高密度光ディスク（ＨＤ－ＤＶＤ）の場
合、連続記録やオーバーライティングを行う時または欠陥領域が発生する時、その処理方
法及びディスク構造については全く定義されたところがない。したがって、前述したよう
に、ディスクドライブの互換性問題が発生する恐れがあり、これにより、ディスクへ／か
らの記録／再生が不安定に行われうる。したがって、ＨＤ－ＤＶＤで連続記録やオーバー
ライティングが行われる場合または欠陥領域が発生した場合、これに対応する記録方法及
びディスク構造についての新たな定義及び規格が要求される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記問題点を解決するために案出されたものであって、光ディスクに対する
データの連続記録時またはオーバーライティング時に記録開始部分でリンキングを起こら
せ、記録しようとする領域の最後のランアウトで記録を終了させた光ディスク及び光ディ
スクの記録方法を提供して、ディスクの記録／再生装置の互換性を確保することによって
、光ディスクに対する記録／再生性能を向上させることを目的とする。
【０００７】
　本発明のさらに他の目的は、データの連続記録時またはオーバーライティング時に欠陥
領域が発生した場合、欠陥領域の前で記録の終了を意味する記録終了データを記録し、欠
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陥領域の後にリンキングを発生させることによって、円滑に連続的な記録／再生を行わせ
る光ディスク及び光ディスクの記録方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために本発明による光ディスクの記録方法は、記録／再生可能な光
ディスク上にデータを記録する方法において、前記物理的クラスタの前後にそれぞれデー
タを正確に記録するためのランインとランアウトとを備え、前記ランアウトにあるガード
部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録することにより、記録が連続的に行
われ始める物理的クラスタの前で前記ランインの一部と前記ランアウトの一部とをリンキ
ングさせることを特徴とする。
【００１０】
　前記物理的クラスタの前後にそれぞれデータを正確に記録するためのランインとランア
ウトとを備え、記録をしようとする領域の最後のランアウトで記録の終了を表すデータを
記録することを特徴とする。
【００１１】
　前記ランインとランアウトとにはユーザデータを保護するための別途のガード１とガー
ド２とをさらに備え、前記最後のランアウトにあるガード２を隣接するガード２と異なる
パターンで記録することを特徴とする。
【００１２】
　記録は、既に記録された領域に後続する記録されていないブランク領域に連続的に行わ
れるか、または既に記録された領域の一部領域にオーバーライティングされる場合を含む
。
【００１３】
　前記問題点を解決するために本発明による光ディスクの記録方法は、記録／再生可能な
光ディスクにデータを記録する方法において、前後にそれぞれランインとランアウトとを
備えた物理的クラスタにデータの記録が連続的に行われる時、前記ランアウトにあるガー
ド部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録することにより、データが記録さ
れ始める物理的クラスタの前でリンキングを行う段階と、記録が行われる領域内に記録で
きない欠陥領域が含まれる時、前記ランアウトにあるガード部分を隣接するガード部分と
は異なるパターンで記録することにより、前記欠陥領域に後続するランインの一部とラン
アウトの一部とをリンキングさせる段階とを含むことを特徴とする。
【００１４】
　前記目的を達成するために本発明による光ディスクは、データの記録及び／または再生
の可能な光ディスクにおいて、データが記録される複数の物理的クラスタと、前記物理的
クラスタの前後にそれぞれデータを正確に記録するために備えられたランイン及びランア
ウトとを含み、前記ランアウトにあるガード部分を隣接するガード部分とは異なるパター
ンで記録することにより、記録が連続的に行われ始める物理的クラスタの前にあるランイ
ンの一部とランアウトの一部とをリンキングさせることを特徴とする。
【００１５】
　前記目的を達成するために本発明による光ディスクは、データの記録及び／または再生
の可能な光ディスクにおいて、データが記録される複数の物理的クラスタと、前記物理的
クラスタの前後にそれぞれデータを正確に記録するために備えられたランイン及びランア
ウトと、データの記録前または記録中に欠陥が発生した欠陥領域とを含み、前記欠陥領域
と物理的クラスタとを含む一部領域に連続的に記録が行われる時、前記ランアウトにある
ガード部分を隣接するガード部分とは異なるパターンで記録することにより、記録開始領
域の前にあるランインの一部とランアウトの一部とをリンキングさせることを特徴とする
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図２Ａは、記録及び／または再生の可能な光ディスクにおいて、一つの物理的クラスタ
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５にデータが記録された場合であり、図２Ｂは、複数の物理的クラスタ１５に連続的にデ
ータが記録された場合をそれぞれ表す。物理的クラスタ５，１５は、容量が２ＫＢである
データフレーム３２個を含み、シンクを表すシンクフレームとＤＣオフセットをコントロ
ールするためのデータ及びエラー訂正を行うＥＣＣ（誤り訂正コード）を含んで構成され
る。ここで、ＥＣＣは６４ＫＢより構成されうる。
【００１７】
　物理的クラスタ５，１５の前後にはそれぞれランイン３，１３とランアウト８，１８と
が規定されている。これらランイン３，１３とランアウト８，１８とは、データの記録／
再生時に物理的クラスタ５，１５にデータを正確に記録するための領域である。すなわち
、物理的クラスタにデータを記録しようとする時、データが定位置で少し離れてランイン
３，１３またはランアウト８，１８に記録される場合、データ記録開始点が所定の許容範
囲内に含まれば、エラー訂正して処理することによってデータを円滑に記録する。
【００１８】
　ランイン１３は、データの記録開始点の不正確または変化によるオーバーライティング
を克服するための所定パターンのガード１　１３ａと、ロッキングや同期化など信号処理
を行うためのプリアンブル１３ｂとより構成されうる。また、ランアウト１８も信号処理
のためのポストアンブル１８ａと、データの記録開始点の変化によるオーバーライティン
グを解消するための所定パターンのガード２　１８ｂとより構成されうる。結局、ガード
１　１３ａとガード２　１８ｂとは、ユーザデータを保護するためのバッファの役割を行
う。また、記録される領域の最後のランアウト１８でデータの記録が終了する。
【００１９】
　ここでは、ユーザデータが記録される最小記録単位として物理的クラスタを例として説
明したが、これ以外にセクター、ＥＣＣブロック、フレームも含まれうる。
【００２０】
　図３Ａは、データが既に記録された複数の物理的クラスタ１５に続いて、連続的にＡと
表示された部分にデータが記録される場合を例示した図である。ここで、Ａ領域は、デー
タが記録されていないブランク領域でもあり、または既に記録された領域であって、その
上にオーバーライティングされる領域でもある。
【００２１】
　前述したように、それぞれの物理的クラスタ１５の前後にはそれぞれランイン１３とラ
ンアウト１８とが備えられる。図でＡと表示された領域にあるランイン、物理的クラスタ
及びランアウトはそれぞれ１３Ａ、１５Ａ、１８Ａで表した。この時、本発明の一実施例
による光ディスクの記録方法は、図３Ｂに示されたように記録が行われる領域Ａの前にあ
るランイン１３Ａと、そのランイン１３Ａの前にあるランアウト１８’間でリンキングを
起こらせる。
【００２２】
　リンキングは、ディスクの一部領域にデータが記録され始める時、記録しようとする位
置を正確に探せずにランアウト１８’の一部領域または隣接するランイン１３Ａの一部領
域にデータが記録される場合、記録を円滑に行わせる。この時、ランアウト１８’とラン
イン１３Ａとの所定領域で記録開始部分に備えてエラー訂正することによってリンキング
を起こらせる。言い換えれば、データの連続的な記録時に正確な記録開始点から開始され
ない場合に対比してエラー訂正することによってリンキングが行われる。図３Ｂで、Ａ領
域の前にあるランアウト１８’とランイン１３Ａ間に矢印で表示した部分がリンキングの
発生部分である。
【００２３】
　ランアウト１８’にあるガード２　１８ｂ’は、例えば、３００チャンネルビット以上
の長さを有し、少なくとも３Ｔと５Ｔとが含まれたパターンよりなりうる。ここで、３Ｔ
、５Ｔは、ディスクに記録されたマークの長さ単位を表す。
【００２４】
　前記のように記録が行われる領域Ａの前にあるランアウト１８’とランイン１３Ａ間で
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リンキングを起こらせることによって連続的な記録またはオーバーライティングが円滑に
なされる。次いで、ランイン１３Ａに後続する物理的クラスタ１５Ａへの記録が開始され
、記録しようとする領域の最後のランアウト１８Ａにあるガード２に、隣接するガード２
と異なるパターンを有するデータを記録して記録の終了を表す。
【００２５】
　ここで、物理的クラスタ１５Ａは、例えば、４９６個のレコーディングフレーム１５Ａ
－１，１５Ａ－２．．．１５Ａ－４９６よりなり、ランイン１３Ａの後にこれらレコーデ
ィングフレームを示した。そして、ランアウト１８’の前部分に物理的クラスタの４９６
番目のレコーディングフレーム１５－４９６を表した。
【００２６】
　前記実施例では、記録が一つの物理的クラスタ１５Ａでなされる場合を例示したが、複
数の物理的クラスタに連続的に記録が行われる場合にも同一に適用される。すなわち、複
数の物理的クラスタに連続的に記録するか、またはオーバーライティングする場合、記録
開始領域の前にあるランインとランアウト間でリンキングを行う。前記のような記録方法
は、既に記録された領域に後続する記録されていないブランク領域に連続的に記録が行わ
れる場合及び既に記録された領域の一部領域にオーバーライティングが行われる場合に全
て適用されうる。
【００２７】
　前記実施例によって記録された光ディスクは、記録が連続的に行われる場合またはオー
バーライティングが行われる場合、記録をしようとする領域の前にあるランアウト１８’
とランイン１３Ａとでリンキングを起こらせることを特徴とする。そして、記録しようと
する領域にある最後のランアウト１８Ａのガード２を、隣接するガード２と異なるパター
ンを有するように記録して記録の終了を表す。
【００２８】
　以下、本発明の他の実施例による光ディスク及び光ディスクの記録方法について説明す
る。
【００２９】
　図４Ａは、記録／再生の可能な光ディスクにおいて、複数の物理的クラスタ２５にデー
タが記録／再生される時、記録／再生できない欠陥領域２６が発生した場合を示す図であ
る。この時、この欠陥領域２６のアドレスが欠陥リスト領域に保存される。欠陥領域２６
は、データの記録／再生時に発生した場合だけでなく、ディスクの検証時に発生した場合
も含まれる。物理的クラスタ２５の前後にはデータを正確に記録するためにそれぞれラン
イン２３とランアウト２８とが規定されている。ランイン２３は、データの記録開始点の
不正確または変化によるオーバーライティングを克服するための所定パターンのガード１
と、ロッキングや同期化などの信号処理を行うためのプリアンブルとより構成されうる。
また、ランアウト２８も、信号処理のためのポストアンブルと、データの記録開始点の変
化によるオーバーライティングを解消するための所定パターンのガード２とより構成され
うる。
【００３０】
　本発明の他の実施例による光ディスクの記録方法は、このように欠陥領域２６を含む光
ディスクに記録が行われる場合に適用される。図４Ａで、記録しようとする領域をＢで表
示した。そして、記録される領域のランイン、物理的クラスタ、ランアウトにはそれぞれ
の参照符号にＢを付けて表示する。ここで、記録は、既に記録された領域に後続するデー
タが記録されていないブランク領域に連続的に記録が行われる場合及び既に記録された領
域の一部領域にオーバーライティングが行われる場合を含む。
【００３１】
　まず、図４Ｂに示されたように、記録領域Ｂの直前にあるランアウト２８とランイン２
３Ｂ間で記録が開始されるようにリンキングが行われる。記録が開始される物理的クラス
タ２５Ｂの前で記録が開始される時、正確な記録開始点から開始できない場合に備えて所
定の許容範囲内でエラー訂正することによってリンキングを起こらせる。図では、リンキ
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ングの発生部分を矢印で表示し、リンキングに対しては図３Ｂと関連して前述したものと
同一に適用されるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００３２】
　次いで、欠陥領域２６では記録を続けられないので、欠陥領域２６の前にあるランアウ
ト２８Ｂに記録の終了を表す記録終了データを記録する。この記録終了データはガード２
に記録され、隣接するガード２と異なるパターンで記録される。
【００３３】
　次いで、欠陥領域２６の後に記録が再び開始される時、欠陥領域２６に後続するランア
ウト２８Ｂ’とランイン２３Ｂ”とでリンキングを起こらせる。リンキングは、前述した
方法と同一に行われる。図４Ｂで、欠陥領域２６に後続するランアウト２８Ｂ’とランイ
ン２３Ｂ”間に矢印で表示した部分がリンキングの発生部分である。また、記録領域Ｂの
最後のランアウト２８Ｂ”にあるガード２を、隣接するガード２と異なるパターンで記録
することによって記録終了データを記録しうる。
【００３４】
　特に、記録及び／または再生の可能な光ディスク上にアドレス情報エラーまたはＩＤエ
ラーによる欠陥領域が発生する恐れがある。例えば、空ディスクに最初に記録が行われる
時、アドレス情報エラーまたはＩＤエラーが発生すれば、図５Ａに示されたように、この
ようなエラーが発生した欠陥領域３６にはランインとランアウトとが生成されない。図５
Ａは、欠陥領域３６の後に未だ記録されていない状態を示した図である。図５Ｂを参照す
るに、欠陥領域３６の後に記録される時、欠陥領域に後続する物理的クラスタ３７の前後
にはランイン３７Ａとランアウト３７Ｂとが備えられ、欠陥領域３６の後尾とその後にあ
るランイン３７Ａ間でリンキングを行うことが望ましい。
【００３５】
　このようなアドレス情報エラーまたはＩＤエラーによる欠陥は、ディスク検証時に発生
するか、またはディスク検証なしに空ディスクに記録を行う時に発生する恐れがある。ア
ドレス情報エラーやＩＤエラーによる欠陥は、他の原因による欠陥と違ってこの領域にデ
ータが記録されないため、ランインとランアウトとが生成されない。したがって、他の原
因による欠陥と異なる方法で欠陥領域を処理する方法を提示する必要がある。このような
場合、図５Ｂに示されたように、欠陥領域３６の後尾とその後にあるランイン３７Ａ間で
リンキングを起こらせる。また、記録が終了する最後のランアウト３７Ｂにあるガード２
を隣接するガード２と異なるパターンで記録することによって記録終了データを記録しう
る。
【００３６】
　本発明では、前記のような記録方法によって記録された光ディスクが開示される。本発
明による光ディスクは、図３Ｂ及び図４Ｂを参照するに、データが記録された後に再び記
録が行われる時、記録領域Ａ，Ｂの前にあるランアウト１８’，２８’とランイン１３Ａ
，２３Ｂとでリンキングを起こらせる。ここで、記録が行われる場合は、既に記録された
領域に後続する記録されていないブランク領域に連続的に記録が行われる場合及び既に記
録された領域の一部領域にオーバーライティングが行われる場合を何れも含む。そして、
欠陥領域２６の前に記録の終了を意味する記録終了データが記録されている。
【００３７】
　また、欠陥領域２６に後続するランアウト２８Ｂ’とランイン２３Ｂ”とでリンキング
を起こらせるようになっており、記録領域Ａ，Ｂの最後のランアウト１８Ａ，２８Ｂ”で
記録が終了される。この時、最後のランアウト１８Ａ，２８Ｂ”にあるガード２を、隣接
するガード２と異なるパターンで記録して記録終了データを表せる。
【００３８】
　一方、欠陥領域がアドレス情報エラーやＩＤエラーによって発生する恐れがある。この
ような場合、図５Ａに示されたように、欠陥領域３６にはランインとランアウトとが生成
されない。欠陥領域３６の後に信頼しうる物理的クラスタ３７が備えられ、物理的クラス
タ３７の前後にそれぞれランイン３７Ａとランアウト３７Ｂとが備えられる。この時、欠
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陥領域３６の後尾とその後にあるランイン３７Ａ間でリンキングが行われることが望まし
い。
【００３９】
　本発明による光ディスクの記録／再生時、９００ｎｍ以下の波長を有する光源を使用し
、さらに望ましくは青磁色波長の光源を使用する。また、開口数（ＮＡ）が０.４～１.３
範囲内にある対物レンズ、さらに望ましくは開口数が０.７～１.３範囲内にある対物レン
ズを使用する。また、ディスクのトラックピッチは１.６μｍ以下、さらに望ましくは０.
３５μｍ以下であり、最小記録マークは１μｍ以下、さらに望ましくは０.２μｍ以下の
長さを有し、最小記録単位は２ＫＢ以上に構成されうる。
【００４０】
　このように光ディスクでデータの連続的な記録時、オーバーライティング時または欠陥
領域の発生時にリンキングを起こらせる体系を規定し、記録終了データを適切な位置に記
録することによってさらに安定的で信頼できるデータの記録／再生を図ることができる。
【００４１】
　また、図２Ａ及び図２Ｂのようなデータ構造を使用すれば、反復記録可能型ディスクは
もとより、１回記録可能なディスク、または再生専用のＲＯＭディスクのデータ構造とし
ても使用しうる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明による光ディスク及び光ディスクの記録方法は、データを連続的に記録するか、
またはオーバーライティングを行う時または欠陥領域を含む領域に記録を行う時、記録開
始領域の前でリンキングを起こらせ、欠陥領域の後にリンキングを起こらせるように規定
することによってデータの記録／再生を安定的に行う。
【００４３】
　また、欠陥領域の前にあるランアウトで記録終了を表すデータを記録し、連続記録また
はオーバーライティングされる領域の最後のランアウトで記録が終了される。このように
データが記録される光ディスクにおいて、連続記録、オーバーライティング及び欠陥領域
を処理する基準を提示することによって、ディスク記録／再生装置の互換性を確保し、こ
れにより、光ディスクの記録／再生に対する信頼性を向上させうる。
【００４４】
　また、図２Ａ及び図２Ｂのようなデータ構造を使用すれば、反復記録可能なディスクは
もとより、１回記録可能なディスク、または再生専用のＲＯＭディスクのデータ構造とし
ても使用しうる長所があって、ディスクの物理規格の立場でデータ構造の一貫性を維持し
うる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】従来のＣＤ－ＲＷに適用される基本記録単位構造を示す図である。
【図２Ａ】一つの物理的クラスタにデータが記録される構造を示す図である。
【図２Ｂ】複数の物理的クラスタにデータが連続的に記録される記録構造を示す図である
。
【図３Ａ】本発明の一実施例による光ディスクにデータが連続的に記録される部分を示す
図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施例による光ディスク及びその光ディスクの記録方法を説明する
ための図である。
【図４Ａ】本発明の他の実施例による光ディスクにデータが連続的に記録される部分を示
す図である。
【図４Ｂ】本発明の他の実施例による光ディスク及びその光ディスクの記録方法を説明す
るための図である。
【図５Ａ】本発明でアドレスエラーやＩＤエラーによって欠陥が発生する場合のデータ構
造を示す図である。
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【図５Ｂ】本発明でアドレスエラーやＩＤエラーによって欠陥が発生する場合にリンキン
グを行う方法を説明するための図である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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