
JP WO2005/091287 A1 2005.9.29

10

(57)【要約】
追記型記録媒体に情報を記録する記録装置であって、記録装置は、ホスト装置とドライブ
装置とを備え、ホスト装置は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２ト
ラックとをボリューム空間に割り付けるようドライブ装置に指示する第１指示部と、ファ
イルを少なくとも１つの第１トラックに記録するようドライブ装置に指示する第２指示部
と、ファイルを管理するファイル構造を少なくとも１つの第２トラックに記録するようド
ライブ装置に指示する第３指示部と、ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブ
ル構造をボリューム空間に記録するようドライブ装置に指示する第４指示部と、少なくと
も１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を
ディスク管理情報領域に記録するようドライブ装置に指示する第５指示部とを備え、ドラ
イブ装置は、ヘッド部と、制御部とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
追記型記録媒体に情報を記録する記録装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録装置は、ホスト装置とドライブ装置とを備え、
　前記ホスト装置は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示
する第２指示部と、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示す
る第５指示部と
　を備え、
　前記ドライブ装置は、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録し、前
記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録し、前記仮想配置テーブル構
造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に
記録するためのヘッド部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録し、前
記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録し、前記仮想配置テーブル構
造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に
記録するように、前記ヘッド部を制御する制御部と
　を備えた、記録装置。
【請求項２】
前記制御部は、前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置に
続く領域に、前記仮想配置テーブル構造を記録するように、前記ヘッド部を制御する、請
求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラ
ックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示し、
　前記制御部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するように
、前記ヘッド部を制御する、請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え
、
　前記ホスト装置は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示
する第２指示部と、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
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よう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示す
る第５指示部と
　を備えた、ホスト装置。
【請求項５】
前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラ
ックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示する、請求項４に記載のホスト装置。
【請求項６】
追記型記録媒体に情報を記録する記録方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付ける割り付けステップと、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録ステップと
、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録する第３記録ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録する第４記録ステップと
　を包含する記録方法。
【請求項７】
追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装置によって実行される指
示方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　を包含する指示方法。
【請求項８】
追記型記録媒体に情報を記録する記録処理手順を記録装置によって実行するためのプログ
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ラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録処理手順は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付ける割り付けステップと、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録ステップと
、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録する第３記録ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録する第４記録ステップと
　を包含する、プログラム。
【請求項９】
追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装置によって指示処理手順
を実行するためのプログラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記指示処理手順は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　を包含する、プログラム。
【請求項１０】
追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられた集積回路であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え
、
　前記集積回路は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示するための第１指示部と、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示
するための第２指示部と、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する



(5) JP WO2005/091287 A1 2005.9.29

10

20

30

40

50

よう前記ドライブ装置に指示するための第３指示部と、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう前記ドライブ装置に指示するための第４指示部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示す
るための第５指示部と
　を備えた、集積回路。
【請求項１１】
追記型記録媒体から情報を再生する再生装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生装置は、ホスト装置とドライブ装置とを備え、
　前記ホスト装置は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置
に指示する第１指示部と、
　前記トラック管理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から
再生するよう前記ドライブ装置に指示する第２指示部と、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ
装置に指示する第３指示部と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置
に指示する第４指示部とを備え、
　前記ドライブ装置は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル
構造を前記ボリューム空間から再生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックから再生し、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するため
のヘッド部と、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル
構造を前記ボリューム空間から再生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックから再生し、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう
に、前記ヘッド部を制御する制御部と
　を備えた、再生装置。
【請求項１２】
前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置に続く領域に、前
記仮想配置テーブル構造が記録されており、
　前記第２指示部は、前記ファイルの最終記録位置に続く領域から前記仮想配置テーブル
構造を再生するように、前記ドライブ装置に指示する、請求項１１に記載の再生装置。
【請求項１３】
前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに記
録されており、
　前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
ように、前記ドライブ装置に指示する、請求項１１に記載の再生装置。
【請求項１４】
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追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生するドライブ装置をさらに備
え、
　前記ホスト装置は、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよ
う前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、
　前記トラック管理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から
再生するよう前記ドライブ装置に指示する第２指示部と、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ
装置に指示する第３指示部と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置
に指示する第４指示部とを備えた、ホスト装置。
【請求項１５】
前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに記
録されており、
　前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
よう前記ドライブ装置に指示する、請求項１４に記載のホスト装置。
【請求項１６】
追記型記録媒体から情報を再生する再生方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステップと、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造をボリューム空間から再生する第２再生ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する第３ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップと
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　を包含する再生方法。
【請求項１７】
追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト装置によって実行される
指示方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップとを包含する指示方法。
【請求項１８】
追記型記録媒体から情報を再生する再生処理手順を再生装置によって実行するためのプロ
グラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生処理手順は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステップと、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生する再生する第２再生ステッ
プと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する第３再生ステップ
と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップと
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップと
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　を包含する、プログラム。
【請求項１９】
追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト装置によって指示処理手
順を実行するためのプログラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記指示処理手順は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップと
を包含する、プログラム。
【請求項２０】
追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられた集積回路であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生するドライブ装置をさらに備
え、
　前記集積回路は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置
に指示するための第１指示部と、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう前記ドライブ装置に指示するための第２指示と、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ
装置に指示するための第３指示部と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置
に指示するための第４指示部と
を備えた、集積回路。
【請求項２１】
情報が記録されるように構成されている追記型記録媒体であって、
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　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラッ
クとが割り付けられるように構成されており、
　前記少なくとも１つの第１トラックは、ファイルが記録されるように構成されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックは、前記ファイルを管理するファイル構造が記録さ
れるように構成されており、
　前記ボリューム空間は、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されるように構成されており、
　前記ディスク管理情報領域は、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１
つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されるように構成されている、追
記型記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置、記録装置に含まれるホスト装置
、追記型記録媒体に情報を記録する記録方法、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置
に備えられたホスト装置によって実行される指示方法、記録処理手順を実行するためのプ
ログラム、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられた集積回路、追記型記録
媒体から情報を再生する再生装置、再生装置に含まれるホスト装置、追記型記録媒体から
情報を再生する再生方法、再生処理手順を実行するためのプログラムおよび追記型記録媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルデータの記録に様々な形態の記録媒体が用いられており、中でも記録回
数が１回と限られている一方、媒体の価格が安価である追記型光ディスクがよく使われる
ようになってきている。
【０００３】
　このような光ディスクの例として、ＣＤ－ＲディスクやＤＶＤ－Ｒディスクがある。そ
して、ＣＤ－ＲディスクやＤＶＤ－Ｒディスクへデータを追記する手法が幾つか提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。データを追記する手法としては、例えば、ＶＡＴ（
Ｖｉｒｔｕａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）方式やマルチボーダ（またはマル
チセッション）方式がある。
【０００４】
　ＶＡＴ方式およびマルチボーダ方式を用いてＤＶＤ－Ｒディスクにデジタルデータを記
録・再生する時の動作について説明する。
【０００５】
　まず、ＶＡＴを用いた追記方式について、以下に図面を参照しながら説明する。ここで
は、ＤＶＤ－Ｒディスクを記録媒体の例とし、図１３に示すファイルおよびディレクトリ
階層構造を記録媒体に記録する時の動作と、その結果として形成されるデータ構造につい
て順に説明する。
【０００６】
　最初に、図１４を参照してフォーマット処理について説明する。図１４は、従来の記録
媒体１０１００の一例であるＤＶＤ－Ｒディスク上のフォーマット処理直後のデータを示
す。
【０００７】
　ＤＶＤ－Ｒディスクは、ＤＶＤ－Ｒ物理規格で規定される記録媒体である。
【０００８】
　また、ＤＶＤ－Ｒファイルシステム規格で規定されたボリューム・ファイル構造を用い
てファイルが記録される。ＤＶＤ－Ｒファイルシステム規格はＩＳＯ／ＩＥＣ１３３４６
規格あるいはＵＤＦ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｋ　Ｆｏｒｍａｔ）規格に準拠してお
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り、以下の説明においてもＵＤＦ規格に規定されている構造を用いて説明を行う。
【０００９】
　図１４に示すように、記録媒体１０１００のデータ領域は、リードイン領域１０１０１
とボリューム空間１０１０９とを含む。ボリューム空間１０１０９は、ボリューム構造領
域１０４１０と、ファイル構造／ファイル領域１０４２０と、ＶＡＴ（Ｖｉｒｔｕａｌ　
Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）構造領域１０４３０とを含む。
【００１０】
　ボリューム構造領域１０４１０には、ＵＤＦ規格で規定されるボリューム構造が記録さ
れる。ボリューム構造には、具体的には、ＮＳＲ記述子、基本ボリューム記述子、処理シ
ステム用記述子、区画記述子、論理ボリューム記述子、未割付空間記述子、終端記述子、
論理ボリューム保全記述子、および開始ボリューム記述子が含まれる。
【００１１】
　ファイル構造／ファイル領域１０４２０には、ファイル集合記述子１０４２１およびＲ
ＯＯＴディレクトリファイルのファイルエントリであるＦＥ（ＲＯＯＴ）１０４２２が記
録されている。ＦＥ（ＲＯＯＴ）１０４２２は、パーティション空間内でディレクトリ階
層の起点となる。
【００１２】
　ファイルエントリ（以降、ＦＥとする）は、ボリューム空間内に記録されるファイルの
位置や大きさを管理するためにＵＤＦ規格で規定されているデータ構造を有する。なお、
ここでは説明の簡単化のため、ＲＯＯＴディレクトリファイルはＦＥ（ＲＯＯＴ）１０４
２２に含まれる形式としている。
【００１３】
　ＶＡＴ構造領域１０４３０には、ＶＡＴ１０４３１とＶＡＴ　ＩＣＢ１０４３２とが記
録されている。ＶＡＴは、追記形記録媒体におけるファイル構造の更新処理を簡素化する
ことを目的としてＵＤＦ規格で規定されているデータ構造である。
【００１４】
　ＶＡＴを用いる場合、ＦＥのようなファイル構造データのボリューム空間上での記録位
置が、仮想アドレス空間上の仮想アドレスを用いて指定される。そして、記録媒体上の記
録位置である論理アドレス空間上の論理アドレスと、この仮想アドレスとの対応関係を保
持するのがＶＡＴである。これらの構造により、ＤＶＤ－Ｒディスクのような書換えがで
きない記録媒体においても、仮想的にデータの書換えが実現される。そして、ＶＡＴの記
録媒体上の記録位置は、記録媒体上でデータが記録された領域の終端セクタに割り付けら
れるＶＡＴ　ＩＣＢにより指定される。
【００１５】
　リードイン領域１０１０１には物理フォーマット情報領域１０１０４が含まれる。物理
フォーマット情報領域１０１０４には、記録媒体１０１００に割り付けられた様々な領域
の管理情報を記録するため情報である物理フォーマット情報が記録されている。管理情報
とは、例えば、ボーダアウト領域のアドレス情報、等である。なお、物理フォーマット情
報領域１０１０４は、フォーマット処理直後の時点では領域だけが確保され、データは未
記録状態である。
【００１６】
　図１５を参照して、図１３に示すファイルおよびディレクトリ構造のうちディレクトリ
（Ｄｉｒ－Ａ）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）とを記録する手順を説明する。
【００１７】
　図１４の状態の記録媒体１０１００に対してディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）とデータファ
イル（Ｆｉｌｅ－ａ）の記録処理が行われると、図１５に示すように、ファイル構造／フ
ァイル領域１０５００に、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１と、ＦＥ（Ｆｉｌ
ｅ－ａ）１０５０２と、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）１０５０３と、ＦＥ（ＲＯＯＴ）１０５０４
とが記録される。なお、ディレクトリファイルはＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）１０５０３に含まれ
る形式とする。
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【００１８】
　また、ＶＡＴ構造領域１０５２０には、新たに記録されたＦＥ１０５０２、ＦＥ１０５
０３およびＦＥ１０５０４が登録されたＶＡＴ１０５２１と、ＶＡＴ　ＩＣＢ　１０５２
２とが記録される。
【００１９】
　さらにクローズ処理が行われると、まずネクストボーダマーカ１０５３１を除いたボー
ダアウト領域１０５３０に所定のデータが記録される。また、フォーマット処理後に未記
録状態であったリードイン領域１０１０１内の物理フォーマット情報領域１０１０４に所
定のデータが記録される。
【００２０】
　なお、クローズ処理は、情報再生装置が最新のボリューム・ファイル構造を検索可能と
するために実行される。
【００２１】
　ファイル記録処理とクローズ処理が、図１４に示すフォーマット処理後のデータ構造を
持つ記録媒体１０１００に対して実行された時、図１５に示すデータ構造が記録媒体１０
１００に形成される。
【００２２】
　図１６を参照して、図１３に示すファイルおよびディレクトリ構造のうちのディレクト
リ（Ｄｉｒ－Ｂ）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）との記録処理手順を説明する。
【００２３】
　ここでは、ファイル構造／ファイル領域１０６００に、データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ
）１０６０１とそれに関連するファイル構造である、ファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）１０６０
１、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ｂ）１０６０２、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ｂ）１０６０３、ＦＥ（ＲＯＯＴ
）１０６０４が記録される。
【００２４】
　また、ＶＡＴ構造領域１０６１００に、最新のＶＡＴ構造である、ＶＡＴ１０６１０１
とＶＡＴＩＣＢ１０６０２が記録される。
【００２５】
　最後に、クローズ処理を再度実行することにより、ネクストボーダマーカ１０６２０１
を除いたボーダアウト領域１０６２００に所定のデータが記録される。さらに、ボーダア
ウト領域１０５３０内に割り付けられたネクストボーダマーカ１０５３１と、物理フォー
マット情報領域１０６３０１を含むボーダイン領域１０６３００とが記録される。
【００２６】
　以上で説明したようなファイル記録処理とクローズ処理が、図１５に示すデータ構造を
持つ記録媒体１０１００に対して実行された時、図１６に示すデータ構造が記録媒体１０
１００に形成される。
【００２７】
　このように、クローズ処理が実行される度に、ボリューム空間１０１０９のリードイン
領域１０１０１またはボーダイン領域と、ボーダアウト領域とに挟まれた領域が形成され
る。以降、この領域のことをボーダ付き領域と呼ぶ。例えば図１６では、ボーダ付き領域
＃１　１０７００やボーダ付き領域＃２　１０７０１が存在する。ボーダ付き領域はＣＤ
－Ｒディスクの場合におけるセッションと同様の概念である。
【００２８】
　次に、図１７に示した再生処理手順のフローチャートを参照して、ファイルの再生動作
を説明する。ここでは、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１を再生する動作を例
にあげて説明する。
【００２９】
　まず、リードイン領域１０１０１の物理フォーマット情報領域１０１０４のデータが再
生され、物理フォーマット情報が取得される（ステップＳ１１１０１）。
【００３０】
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　次に、ネクストボーダマーカのデータが再生される（ステップＳ１１１０２）。
【００３１】
　ステップＳ１１１０１（あるいはステップＳ１１１０３）で取得された物理フォーマッ
ト情報にはボーダアウト領域のアドレス情報が含まれる。そしてボーダアウト領域の所定
の位置にネクストボーダマーカのデータが記録されているので、そこからネクストボーダ
マーカが再生される。
【００３２】
　例えば、図１６において、物理フォーマット情報領域１０１０４には、ボーダアウト領
域１０５３０のアドレス情報が記録されている。また、ボーダイン領域１０６３００に含
まれる物理フォーマット領域１０６３０１には、ボーダアウト領域１０６２００のアドレ
ス情報が記録されている。
【００３３】
　ステップＳ１１１０１（あるいはステップＳ１１１０３）で取得された物理フォーマッ
ト情報に含まれるネクストボーダマーカが記録済状態である場合には、より新しいボーダ
付き領域が存在するので、ステップＳ１１１０３以降が実行される。
【００３４】
　ステップＳ１１１０１において取得された物理フォーマット情報に含まれるボーダイン
領域のアドレス情報に従って、次のボーダイン領域に記録された情報の再生が行われる（
ステップＳ１１１０３）。物理フォーマット情報に含まれるボーダイン領域のアドレス情
報はステップＳ１１１０４においても取得され得る。そして、再生された情報から物理フ
ォーマット情報が取得される。
【００３５】
　一方、ステップＳ１１１０２で再生されたネクストボーダマーカが未記録状態である場
合には、現在のボーダ付き領域が最新であるので、ステップＳ１１１０４以降が実行され
る。
【００３６】
　最新のボーダ付き領域に到達した場合、取得された最新の物理フォーマット情報が参照
され、アクセスが可能な領域の終端の物理アドレスが取得される（ステップＳ１１１０４
）。
【００３７】
　図１６において、ボーダ付き領域＃２　１０７０１の終端がアクセス可能な領域の終端
である。
【００３８】
　そして、最後にファイル再生が次の手順で行われる。
【００３９】
　まず、ボリューム構造領域１０４１０に記録されている情報が再生される（ステップＳ
１１１０５）。再生された情報（ボリューム構造）には、ファイル集合記述子１０４２１
のアドレス情報や区画開始位置が含まれる。ＶＡＴ方式の場合、ボリューム構造内にＵＤ
Ｆ規格で定義された仮想区画マップが含まれるので、その情報に基づいて、ボリューム空
間内にＶＡＴ構造が記録されていることが認識される。
【００４０】
　そして、アクセスが可能な領域の終端に記録されたＶＡＴ　ＩＣＢ１０６１０２が再生
される。（ステップＳ１１１０６）。
【００４１】
　再生されたＶＡＴ　ＩＣＢＰ１０６１０２からＶＡＴの記録位置情報が取得され、ＶＡ
Ｔ１０６１０１が読み出される。
【００４２】
　目的のファイルやその管理情報が仮想アドレスを用いて管理されている場合、ステップ
Ｓ１１１０６で取得されたＶＡＴ１０６１０１を用いて目的のファイルやディレクトリの
ファイルエントリが登録されたＶＡＴエントリが参照される（ステップＳ１１１０７）。



(13) JP WO2005/091287 A1 2005.9.29

10

20

30

40

50

【００４３】
　そして、仮想アドレスから論理アドレスへの変換処理を行い、ファイル構造／ファイル
領域１０４２０のファイル集合記述子１０４２１を起点として、ファイル構造／ファイル
領域１０６００のＦＥ（ＲＯＯＴ）１０６０４と、ＦＥ（ＲＯＯＴ）１０６０４に含まれ
たＲＯＯＴディレクトリと、ファイル構造／ファイル領域１０５００のＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ
）１０５０３と、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）１０５０３に含まれたディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）
と、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０２とが、順次読み出される。
【００４４】
　そして、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０２からデータファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５
０１の記録位置が取得され、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１が再生される。
【００４５】
　以上、ＶＡＴ方式によるＤＶＤ－Ｒディスクへの追記方法について述べたが、ＶＡＴ方
式と異なる追記方式としてマルチボーダ方式も知られている。なお、ＣＤ－Ｒディスクの
場合における同様の方式はマルチセッション方式と呼ばれる。
【００４６】
　マルチボーダ方式においては、ボーダ付き領域を単位としてデータの追記が行われ、ボ
ーダ付き領域毎にボリューム構造およびファイル構造が記録される。
【００４７】
　マルチボーダ方式では、ＶＡＴのような仮想アドレスを用いたデータ更新の仕組みを使
わず、ファイル構造の更新が行われたら、ボリューム構造およびファイル構造を新たに生
成し直し、新たなボーダ付き領域に記録し直す。
【００４８】
　マルチボーダ方式の再生は、最新のボーダ付き領域を確定し、そこから最新のボリュー
ム構造を読み出す。
【００４９】
　後は、順次、ＵＤＦ規格で定められたデータ構造に従ってデータをたどることにより特
定のファイルを再生することが可能である。例えば、再生専用のＤＶＤ－ＲＯＭディスク
等と同様の再生手順でデータを読み出せる。
【００５０】
　また、マルチボーダ／マルチセッション方式の場合、イメージデータを用いた効率的な
データ記録が行われる。データのバックアップ等、あらかじめ記録したいすべてのファイ
ルが分かっている場合は、ハードディスクドライブ上に記録したいファイルデータと、そ
のボリューム構造およびファイル構造をすべて含んだ形式のデータファイルを作成する。
このファイルがイメージデータである。イメージデータの記録に際しては、１つのボーダ
付き領域（あるいはセッション）を割当て、その領域に連続的にイメージデータを記録し
ていく。記録が連続的に行われることと、ファイル構造が既に作成済みであることから、
記録時のオーバーヘッドが小さくなり、イメージデータの記録を高速に行うことが可能で
ある。
【特許文献１】米国特許第５６６６５３１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００５１】
　しかしながら、上記で説明したようなＶＡＴ方式は、ファイル構造の情報（ＦＥやディ
レクトリファイル）が情報記録媒体の複数の領域に分散されて記録されてしまい、ディレ
クトリ構造をたどって特定のファイルへアクセスしてデータ読み出しまでの処理時間が長
くなってしまうという課題がある（特許文献１参照）。
【００５２】
　例えば、図１７を用いて説明したように、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１
の再生のためには、ファイル構造／ファイル領域１０４２０と、ファイル構造／ファイル
領域１０５００と、ファイル構造／ファイル領域１０６００と、ＶＡＴ構造領域１０６１
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００等の領域にアクセスし、データを読み出す必要がある。
【００５３】
　本発明は上記課題を解決するものであり、ＶＡＴ方式により効率の良いファイルの追記
を行った時にでも、高速にデータファイルへアクセスすることを可能とする情報記録媒体
、その情報記録媒体に情報を記録する情報記録方法、および情報記録装置、その情報記録
媒体に記録された情報を再生する情報再生方法および情報再生装置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】
【００５４】
　本発明の記録装置は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置であって、前記追記型
記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記記録装置は、ホスト
装置とドライブ装置とを備え、前記ホスト装置は、少なくとも１つの第１トラックと少な
くとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう前記ドライブ装置に
指示する第１指示部と、ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前
記ドライブ装置に指示する第２指示部と、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少
なくとも１つの第２トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、
前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記
録するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部と、前記少なくとも１つの第１トラッ
クと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管
理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示する第５指示部とを備え、前記ドライ
ブ装置は、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを
前記ボリューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記
録し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録し、前記仮想配置テ
ーブル構造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情
報領域に記録するためのヘッド部と、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくと
も１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくと
も１つの第１トラックに記録し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラック
に記録し、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理
情報を前記ディスク管理情報領域に記録するように、前記ヘッド部を制御する制御部とを
備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００５５】
　前記制御部は、前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置
に続く領域に、前記仮想配置テーブル構造を記録するように、前記ヘッド部を制御するこ
とがありえる。
【００５６】
　前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示し、前記制御部は、前記所定の情報
を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するように、前記ヘッド部を制御することが
ありえる。
【００５７】
　本発明のホスト装置は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト
装置であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み
、前記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え
、
前記ホスト装置は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを
前記ボリューム空間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、ファイ
ルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示する第２
指示部と、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに
記録するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、前記ファイル構造の記録位置を
管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録するよう前記ドライブ装置に
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指示する第４指示部と、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２
トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前記
ドライブ装置に指示する第５指示部とを備え、これにより上記目的を達成することができ
る。
【００５８】
　前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示することがありえる。
【００５９】
　本発明の記録方法は、追記型記録媒体に情報を記録する記録方法であって、前記追記型
記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、少なくとも１つの第１ト
ラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう指示す
る第１指示ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２
トラックとを前記ボリューム空間に割り付ける割り付けステップと、ファイルを前記少な
くとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイルを
前記少なくとも１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、前記ファイルを管理
するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するよう指示する第３指示
ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録
ステップと、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリュ
ーム空間に記録するよう指示する第４指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造を前記
ボリューム空間に記録する第３記録ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前
記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報
領域に記録するよう指示する第５指示ステップと前記トラック管理情報を前記ディスク管
理情報領域に記録する第４記録ステップとを包含し、これにより上記目的を達成すること
ができる。
【００６０】
　本発明の指示方法は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装
置によって実行される指示方法であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域
とボリューム空間とを含み、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、ファイルを
前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステップと、前記フ
ァイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するよう指示
する第３指示ステップと、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
を前記ボリューム空間に記録するよう指示する第４指示ステップと、前記少なくとも１つ
の第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前
記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップとを包含し、これによ
り上記目的を達成することができる。
【００６１】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体に情報を記録する記録処理手順を記録装置によ
って実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域
とボリューム空間とを含み、前記記録処理手順は、少なくとも１つの第１トラックと少な
くとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう指示する第１指示ス
テップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを
前記ボリューム空間に割り付ける割り付けステップと、ファイルを前記少なくとも１つの
第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイルを前記少なくと
も１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、前記ファイルを管理するファイル
構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するよう指示する第３指示ステップと、
前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録ステップと、
前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記
録するよう指示する第４指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空
間に記録する第３記録ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
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１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録す
るよう指示する第５指示ステップと前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に
記録する第４記録ステップとを包含し、これにより上記目的を達成することができる。
【００６２】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト
装置によって指示処理手順を実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体は
、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記指示処理手順は、少なくとも１
つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付ける
よう指示する第１指示ステップと、ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録
するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少な
くとも１つの第２トラックに記録するよう指示する第３指示ステップと、前記ファイル構
造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録するよう指示
する第４指示ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第
２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指
示する第５指示ステップとを包含し、これにより上記目的を達成することができる。
【００６３】
　本発明の集積回路は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられた集積回路
であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前
記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え、前
記集積回路は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記
ボリューム空間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示するための第１指示部と、ファ
イルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示するた
めの第２指示部と、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示するための第３指示部と、前記ファイル構
造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録するよう前記
ドライブ装置に指示するための第４指示部と、前記少なくとも１つの第１トラックと前記
少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領
域に記録するよう前記ドライブ装置に指示するための第５指示部とを備え、これにより上
記目的を達成することができる。
【００６４】
　本発明の再生装置は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置であって、前記追記
型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間に
は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられて
おり、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、前記少なく
とも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録されており、
前記ボリューム空間には前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が
記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと
前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、前
記再生装置は、ホスト装置とドライブ装置とを備え、前記ホスト装置は、前記トラック管
理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置に指示する第１指
示部と、前記トラック管理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空
間から再生するよう前記ドライブ装置に指示する第２指示部と、前記ファイル構造を前記
少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部
と、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装
置に指示する第４指示部とを備え、前記ドライブ装置は、前記トラック管理情報を前記デ
ィスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再
生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生し、前記ファイル
を前記少なくとも１つの第１トラックから再生するためのヘッド部と、前記トラック管理
情報を前記ディスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリュー
ム空間から再生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生し、
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前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するように、前記ヘッド部を
制御する制御部とを備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００６５】
　前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置に続く領域に、
前記仮想配置テーブル構造が記録されており、
　前記第２指示部は、前記ファイルの最終記録位置に続く領域から前記仮想配置テーブル
構造を再生するように、前記ドライブ装置に指示することがありえる。
【００６６】
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに
記録されており、
　前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
ように、前記ドライブ装置に指示することがありえる。
【００６７】
　本発明のホスト装置は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホス
ト装置であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含
み、前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２ト
ラックとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記
録されており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイ
ル構造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理
する仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少な
くとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管
理情報が記録されており、前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生する
ドライブ装置をさらに備え、前記ホスト装置は、前記トラック管理情報を前記ディスク管
理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、前記トラック管
理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生するよう前記
ドライブ装置に指示する第２指示部と、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、前記ファイルを前記
少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部
とを備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００６８】
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに
記録されており、前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラッ
クから再生するよう前記ドライブ装置に指示することがありえる。
【００６９】
　本発明の再生方法は、追記型記録媒体から情報を再生する再生方法であって、前記追記
型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間に
は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられて
おり、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、前記少なく
とも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録されており、
前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラック
と前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示ス
テップと、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステ
ップと、前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム
空間から再生するよう指示する第２指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造をボリュ
ーム空間から再生する第２再生ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第
２トラックから再生するよう指示する第３指示ステップと、前記ファイル構造を前記少な
くとも１つの第２トラックから再生する第３ステップと、前記ファイルを前記少なくとも
１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示ステップと、前記ファイルを前記
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少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップとを包含し、これにより上
記目的を達成することができる。
【００７０】
　本発明の指示方法は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト
装置によって実行される指示方法であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領
域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラック
と少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１ト
ラックには、ファイルが記録されており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記
ファイルを管理するファイル構造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファ
イル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管
理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラッ
クとを管理するトラック管理情報が記録されており、前記トラック管理情報を前記ディス
ク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示ステップと、前記トラック管理情報に
基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生するよう指示する第
２指示ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
よう指示する第３指示ステップと、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックか
ら再生するよう指示する第４指示ステップとを包含し、これにより上記目的を達成するこ
とができる。
【００７１】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体から情報を再生する再生処理手順を再生装置に
よって実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領
域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラック
と少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１ト
ラックには、ファイルが記録されており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記
ファイルを管理するファイル構造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファ
イル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管
理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラッ
クとを管理するトラック管理情報が記録されており、前記再生処理手順は、前記トラック
管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示ステップと、前
記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステップと、前記
トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生
するよう指示する第２指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間
から再生する再生する第２再生ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第
２トラックから再生するよう指示する第３指示ステップと、前記ファイル構造を前記少な
くとも１つの第２トラックから再生する第３再生ステップと、前記ファイルを前記少なく
とも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示ステップと前記ファイルを前
記少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップとを包含し、これにより
上記目的を達成することができる。
【００７２】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホス
ト装置によって指示処理手順を実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体
は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間には、少なく
とも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられており、前記
少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、前記少なくとも１つの
第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録されており、前記ボリュ
ーム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録され
ており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少な
くとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、前記指示処
理手順は、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する
第１指示ステップと、前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前
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記ボリューム空間から再生するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイル構造を前
記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３指示ステップと、前記フ
ァイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示ステップ
とを包含し、これにより上記目的を達成することができる。
【００７３】
　本発明の集積回路は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられた集積回
路であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラッ
クとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録さ
れており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構
造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する
仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくと
も１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情
報が記録されており、前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生するドラ
イブ装置をさらに備え、前記集積回路は、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報
領域から再生するよう前記ドライブ装置に指示するための第１指示部と、前記トラック管
理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生するよう前
記ドライブ装置に指示するための第２指示と、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの
第２トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示するための第３指示部と、前記フ
ァイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示す
るための第４指示部とを備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００７４】
　本発明の追記型記録媒体は、情報が記録されるように構成されている追記型記録媒体で
あって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記
ボリューム空間は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが
割り付けられるように構成されており、前記少なくとも１つの第１トラックは、ファイル
が記録されるように構成されており、前記少なくとも１つの第２トラックは、前記ファイ
ルを管理するファイル構造が記録されるように構成されており、前記ボリューム空間は、
前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録されるように構成さ
れており、前記ディスク管理情報領域は、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少な
くとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されるように構成されて
おり、これにより上記目的を達成することができる。
【発明の効果】
【００７５】
　本発明によれば、ボリューム空間にトラックを割り付け、特定のトラックに対してのみ
ファイル構造を記録する。したがって、アクセス頻度を低減させることが可能となり、フ
ァイル構造への高速なアクセスが実現される。
【００７６】
　また、本発明によれば、ファイル構造の複製を記録することによって、情報記録媒体の
信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
［図１Ａ］図１Ａは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００の外観を示す図であ
る。
［図１Ｂ］図１Ｂは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００に記録されているデ
ータのデータ構造の一例を示す図である。
［図１Ｃ］図１Ｃは、ユーザ領域１０８の詳細を示す図である。
［図２Ａ］図２Ａは、セッション管理情報２００のデータ構造を示す図である。
［図２Ｂ］図２Ｂは、複数のトラック管理情報２１０のうちの１つのデータ構造を示す図
である。
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［図３］図３は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す図である。
［図４］図４は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
［図５］図５は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
［図６］図６は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
［図７］図７は、本発明の実施の形態の記録再生装置３００を示す図である。
［図８］図８は、本発明の実施の形態のフォーマット処理手順を示すフローチャートであ
る。
［図９］図９は、本発明の実施の形態のファイルの記録処理手順を示すフローチャートで
ある。
［図１０］図１０は、本発明の実施の形態１の再生処理手順を示すフローチャートである
。
［図１１］図１１は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す図である。
［図１２］図１２は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
［図１３］図１３は、ファイルおよびディレクトリ階層構造を示す図である。
［図１４］図１４は、従来の記録媒体１０１００の一例であるＤＶＤ－Ｒディスク上のフ
ォーマット処理直後のデータを示す図である。
［図１５］図１５は、ファイルおよびディレクトリ構造のうちディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ
）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）とを記録する手順を説明するための図である図であ
る。
［図１６］図１６は、ファイルおよびディレクトリ構造のうちのディレクトリ（Ｄｉｒ－
Ｂ）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）との記録処理手順を説明するための図である。
［図１７］図１７は、再生処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７８】
１００　追記型記録媒体
１０１　リードイン領域
１０２　データ領域
１０３　リードアウト領域
１０４　第１ディスク管理情報領域
１０５　第２ディスク管理情報領域
３００　記録再生装置
３０１　システム制御部
３０２　第１メモリ回路
３０３　Ｉ／Ｏバス
３０４　磁気ディスク装置
３０５　ホスト装置
３１０　ドライブ装置
３１１　ドライブ制御部
３１２　第２メモリ回路
３１３　内部バス
３１４　記録再生部
【発明を実施するための最良の形態】
【００７９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００８０】
　１．実施の形態１
　１－１．追記型記録媒体
　図１は、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００を示す。
【００８１】
　図１Ａは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００の外観を示す。追記型記録媒
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体１００には、追記型記録媒体１００の最内周にリードイン領域１０１が、追記型記録媒
体１００の最外周にリードアウト領域１０３が、リードイン領域１０１とリードアウト領
域１０３との間にデータ領域１０２が割り付けられている。リードイン領域１０１とデー
タ領域１０２とリードアウト領域１０３とは、同心円状である。
【００８２】
　リードイン領域１０１には、例えば、光ピックアップが追記型記録媒体１００にアクセ
スする時に必要な基準情報と、追記型記録媒体１００と他の追記型記録媒体との識別情報
とが記録されている。リードアウト領域１０３にも、リードイン領域１０１と同様の情報
が記録されている。
【００８３】
　データ領域１０２は、最小のアクセス単位であるセクタに分割されている。複数のセク
タからなるＥＣＣブロック（または、ＥＣＣクラスタ）を最小の単位としてデータが記録
または再生される。
【００８４】
　図１Ｂは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００に記録されているデータのデ
ータ構造の一例を示す。図１Ｂでは、リードイン領域１０１とデータ領域１０２とリード
アウト領域１０３とが横方向に表されている。
【００８５】
　リードイン領域１０１は、第１ディスク管理情報領域１０４を含む。リードアウト領域
１０３は、第２ディスク管理情報領域１０５を含む。第１ディスク管理情報領域１０４お
よび第２ディスク管理情報領域１０５のそれぞれには、ディスク管理情報（例えば、交替
情報、セッション管理情報、トラック管理情報、空き領域管理情報）が記録される。交替
情報は、例えば、交替元（欠陥セクタ（または欠陥ＥＣＣブロック））の位置を示す交替
元位置情報と、交替先の位置を示す交替先位置情報とを含む。トラック管理情報の詳細は
、後述される。
【００８６】
　データ領域１０２は、内周交替領域１０６と外周交替領域１０７とユーザ領域１０８と
を含む。ユーザ領域１０８に欠陥領域が存在する場合には、内周交替領域１０６と外周交
替領域１０７とのうちの少なくとも一部が欠陥領域の代わりに使用される。例えば、ユー
ザ領域１０８に欠陥セクタが存在する場合には、内周交替領域１０６と外周交替領域１０
７とのうちの少なくとも一部が代替セクタとして使用される。内周交替領域１０６と外周
交替領域１０７とのうちの少なくとも一部には、ユーザ領域１０８に記録された情報に関
連する情報が記録される。
【００８７】
　なお、内周交替領域１０６および外周交替領域１０７のうちの少なくとも一方には、追
加のディスク管理情報領域が設けられることがあり得る。追加のディスク管理情報領域に
は、ディスク管理情報が記録される。
【００８８】
　図１Ｃは、ユーザ領域１０８の詳細を示す。ユーザ領域１０８には、少なくとも１つの
セッション（例えば、セッション＃１およびセッション＃２）が割り付けられている。少
なくとも１つのセッションは、セッション管理情報を参照することによって、管理される
。少なくとも１つのセッションのそれぞれには、少なくとも１つのトラックが割り付けら
れている。例えば、セッション＃１には、トラック＃１とトラック＃２とが、セッション
＃２には、トラック＃３とトラック＃４とが割り付けられている。少なくとも１つのトラ
ックのそれぞれの開始位置および最終記録域は、トラック管理情報を参照することによっ
て、管理される。
【００８９】
　ユーザ領域１０８に記録されるユーザデータの管理はファイルシステムを参照すること
によって行われる。ファイルシステムを参照することによって管理する空間をボリューム
空間１０９と呼ぶ。
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【００９０】
　なお、以下の説明においては、ファイルシステムを構成するボリューム／ファイル構造
は、例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３３４６規格あるいはＵＤＦ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉ
ｓｋ　Ｆｏｒｍａｔ）規格に規定されている。
【００９１】
　図２は、ディスク管理情報領域（図１Ｂ参照）に記録される情報のデータ構造を示す。
ディスク管理情報領域には、ディスク管理情報が記録される。ディスク管理情報は、交替
情報、セッション管理情報２００、トラック管理情報２１０および空き領域管理情報２２
０を含む。
【００９２】
　図２Ａは、セッション管理情報２００のデータ構造を示す。セッション管理情報２００
は、ヘッダ情報２０１と複数のトラック管理情報（トラック管理情報＃１、＃２、＃３、
＃４）とを含む。ヘッダ情報２０１は、セッション管理情報２００の識別子、複数のトラ
ック管理情報２１０の数を示す情報２０２を含む。ヘッダ情報２０１は、例えば、記録可
能トラックのトラック番号（記録可能トラック番号２０３、２０４）を示す情報を含む。
何らかの理由（例えば、未記録領域が存在しない、ユーザの指示、等）により、記録可能
でなくなったトラック、すなわち記録不可能トラックのトラック番号を示す情報は、ヘッ
ダ情報２０１には含まれない。
【００９３】
　複数のトラック管理情報（トラック管理情報＃１、＃２、＃３、＃４）は複数のトラッ
ク（トラック＃１、＃２、＃３、＃４）（図１Ｃ参照）に対応する。
【００９４】
　図２Ｂは、複数のトラック管理情報２１０のうちの１つのデータ構造を示す。トラック
管理情報２１０は、対応するトラックがセッションの先頭トラックであるかどうかを示す
セッション開始情報２１１、トラックの開始位置を示すトラック開始位置情報２１２、ト
ラック内で最後にデータが記録された位置を示す最終データ記録位置情報２１３を含む。
【００９５】
　トラック管理情報２１０が管理するトラックがセッションの先頭に位置する場合は、セ
ッション開始情報２１１はそのことを示す値（例えば「１」）に設定される。トラック管
理情報２１０が管理するトラックがセッションの先頭に位置しない場合は、セッション開
始情報２１１は異なる値（例えば「０」）に設定される。
【００９６】
　トラック開始位置情報２１２は、例えば、対応するトラックの開始位置を示す物理アド
レスである。
【００９７】
　最終データ記録位置情報２１３は、例えば、対応するトラックで最後にデータが記録さ
れた位置を示す最終物理アドレスである。記録可能トラック番号と最終データ記録位置情
報２１３の情報を調べることにより、追記型記録媒体１００の空き領域を知ることが出来
る。
【００９８】
　本実施の形態においては、トラック毎にデータの記録が可能である。データの記録は、
複数のトラックのそれぞれの先頭から行われ、トラック内においては連続的にデータが配
置される。データの記録が行われると、最後に記録された位置が最終データ記録位置情報
２１３に反映される。
【００９９】
　そして、次に記録を再開する場合は、最新の最終データ記録位置情報２１３の値を調べ
ることにより、次の記録開始位置を知ることができる。一般には次の記録開始位置は、最
終データ記録位置情報２１３で示される物理セクタの次の物理セクタである。あるいは、
追記型記録媒体１００に、ＥＣＣブロックを最小単位としてデータが記録される場合は、
最終データ記録位置情報２１３で示される物理セクタを含むＥＣＣブロックの次のＥＣＣ
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ブロックが次の記録開始位置である。
【０１００】
　図３は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す。図３において、図１を参照
して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、その説明を省略する。
【０１０１】
　ボリューム空間１０９には、トラック＃１　４０１とトラック＃２　４０２とが割り付
けられている。
【０１０２】
　トラック＃１　４０１は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１０と、
ファイル構造が記録される第１ファイル構造領域４２０と、ＶＡＴ構造が記録される第１
ＶＡＴ構造領域４３０と、未記録領域４５０とを含む。フォーマット処理手順が実行され
ることによって、ボリューム構造領域４１０にはボリューム構造が記録され、第１ファイ
ル構造領域４２０にはファイル構造（例えば、ファイル集合記述子４２１、ＦＥ（ＲＯＯ
Ｔ）４２２）が記録され、第１ＶＡＴ構造領域４３０にはＶＡＴ構造（例えば、ＶＡＴ４
３１、ＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）が記録される。なお、フォーマット処理手順の詳細は、後
述される。
【０１０３】
　ＶＡＴ構造（仮想配置テーブル構造）は、ＶＡＴ（仮想配置テーブル）とＶＡＴ　ＩＣ
Ｂとを含む。ＶＡＴ構造は、ファイル構造の記録位置を管理する。ＶＡＴは、追記形記録
媒体におけるファイル構造の更新処理を簡素化することを目的としてＵＤＦ規格で規定さ
れている。ＶＡＴは、記録位置である論理アドレス空間上の論理アドレスと、仮想アドレ
スとの対応関係を保持する。ＶＡＴを用いる場合、ＦＥのようなファイル構造データのボ
リューム空間上での記録位置が、仮想アドレス空間上の仮想アドレスを用いて指定される
。ＶＡＴの記録位置は、データが記録された領域の終端セクタに割り付けられるＶＡＴ　
ＩＣＢにより指定される。
【０１０４】
　ＶＡＴ構造により、ＤＶＤ－Ｒディスクのような書換えができない記録媒体を対象とし
ても、仮想的にデータの書換えが実現される。
【０１０５】
　第１ＶＡＴ構造領域４３０と未記録領域４５０との境界位置は、最終データ記録位置４
４０であり、最終データ記録位置４４０を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
ク管理情報領域１０４に記録されている。
【０１０６】
　トラック＃２　４０２は、未記録領域４６０を含む。データファイルの記録処理手順が
実行されることによって、未記録領域４６０には、データファイルが記録され、未記録領
域４５０には、記録されたデータファイルを管理するファイル構造が記録される。なお、
データファイルの記録処理手順の詳細は、後述される。
【０１０７】
　未記録領域４５０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置４４１であ
り、最終データ記録位置４４１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
報領域１０４に記録されている。
【０１０８】
　図４は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図４において、図１お
よび図３を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、その説明を
省略する。さらに、図４において、図１および図３を参照して説明された情報、データと
同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省略する。なお、図４を参照
して説明するデータ構造を有する追記型記録媒体１００は、図３を参照して説明したデー
タ構造を有する追記型記録媒体１００に対してファイル（具体的には、第１データファイ
ル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０）の記録処理手順を実行することによって作成される。
【０１０９】
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　トラック＃１　４０１は、ファイル構造が記録される第２ファイル構造領域５００をさ
らに含む。第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録処理手順が実行されること
によって、第２ファイル構造領域５００にはファイル構造（例えば、第１データファイル
（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－
Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が記録される。
【０１１０】
　第２ファイル構造領域５００と未記録領域４５０との境界位置は、最終データ記録位置
５３０であり、最終データ記録位置５３０を示す情報がトラック管理情報として第１ディ
スク管理情報領域１０４に記録される。
【０１１１】
　トラック＃２　４０２は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０と第２ＶＡＴ構
造領域５２０とをさらに含む。第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録処理手
順が実行されることによって、未記録領域４６０には、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－
ａ）５１０が記録され、第２ファイル構造領域５００には、第１データファイル（Ｆｉｌ
ｅ－ａ）５１０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－
Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が記録され、さらに、第２ＶＡＴ構造領域５２０
には、ＶＡＴ５２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ５２２が記録される。
【０１１２】
　第２ＶＡＴ構造領域５２０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置５
３１であり、最終データ記録位置５３１を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
ク管理情報領域１０４に記録される。
【０１１３】
　図５は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図５において、図１、
図３および図４を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、その
説明を省略する。さらに、図５において、図１、図３および図４を参照して説明された情
報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省略する。なお
、図５を参照して説明するデータ構造を有する追記型記録媒体１００は、図４を参照して
説明したデータ構造を有する追記型記録媒体１００に対してファイルの記録処理手順を実
行し、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ
）６１０に書き換えることによって作成される。
【０１１４】
　トラック＃１　４０１は、ファイル構造が記録される第３ファイル構造領域６００をさ
らに含む。第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０の記録処理手順が実行されること
によって、第３ファイル構造領域６００にはファイル構造（例えば、第２データファイル
（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）６０１）が記録される。
【０１１５】
　第３ファイル構造領域６００と未記録領域４５０との境界位置は、最終データ記録位置
６３０であり、最終データ記録位置６３０を示す情報がトラック管理情報として第１ディ
スク管理情報領域１０４に記録される。
【０１１６】
　トラック＃２　４０２は、第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０と第３ＶＡＴ構
造領域６２０とをさらに含む。第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０の記録処理手
順が実行されることによって、未記録領域４６０には、第２データファイル（Ｆｉｌｅ－
ａ）６１０が記録され、第３ファイル構造領域６００には、第２データファイル（Ｆｉｌ
ｅ－ａ）６１０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）６０１）が記録され、さ
らに、第３ＶＡＴ構造領域６２０には、ＶＡＴ６２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ６２２が記録
される。
【０１１７】
　第３ＶＡＴ構造領域６２０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置６
３１であり、最終データ記録位置６３１を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
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ク管理情報領域１０４に記録される。
【０１１８】
　以上、図５を参照して説明したように、追記型記録媒体１００に対してファイルの記録
処理手順を実行することによって、追記型記録媒体１００にファイルを追記することがで
きる。なお、ファイルの記録処理手順によってファイルを追記していくと、トラック＃１
　４０１にファイル構造を記録できなくなる。未記録領域４５０が無くなるからである。
未記録領域４５０が無くなった場合には、未記録領域４６０に新たなトラックを割り付け
ることによって、ファイルおよびファイル構造を記録することが可能になる。
【０１１９】
　図６は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図６において、図１、
図３、図４および図５を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し
、その説明を省略する。さらに、図６において、図１、図３、図４および図５を参照して
説明された情報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省
略する。なお、図６を参照して説明するデータ構造を有する追記型記録媒体１００は、図
５を参照して説明したデータ構造を有する追記型記録媒体１００の未記録領域４６０に対
してトラック＃３　８１０およびトラック＃４　８１１を割り付け、さらに第３データフ
ァイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０の記録処理手順を実行することによって作成される。
【０１２０】
　ボリューム空間１０９は、トラック＃１　４０１と、トラック＃２　４０２と、トラッ
ク＃３　８１０と、トラック＃４　８１１とを含む。
【０１２１】
　トラック＃１　４０１には、未記録領域が含まれていない。トラック＃１　４０１の全
ての領域にファイル構造領域およびＶＡＴ構造領域が割り付けられているからである。ト
ラック＃１　４０１とトラック＃２　４０２との境界位置は、最終データ記録位置８００
であり、最終データ記録位置８００を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管
理情報領域１０４に記録される。
【０１２２】
　トラック＃２　４０２には、未記録領域が含まれていない。トラック＃２　４０２は、
トラック＃３　８１０の割り付けに伴って閉じているからである。トラック＃２　４０２
とトラック＃３　８１０との境界位置は、最終データ記録位置８０１であり、最終データ
記録位置８０１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情報領域１０４に
記録される。
【０１２３】
　トラック＃３　８１０は、ファイル構造が記録される第４ファイル構造領域８３０およ
び未記録領域８６１を含む。第３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０の記録処理手順
が実行されることによって、第４ファイル構造領域８３０にはファイル構造（例えば、第
３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ｂ）８３１
、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ｂ）８３２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）８３３）が記録される。
【０１２４】
　第４ファイル構造領域８３０と未記録領域８６１との境界位置は、最終データ記録位置
８５０であり、最終データ記録位置８５０を示す情報がトラック管理情報として第１ディ
スク管理情報領域１０４に記録される。
【０１２５】
　トラック＃４　８１１は、第３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０と第４ＶＡＴ構
造領域８４０と未記録領域４６０をさらに含む。第３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８
２０の記録処理手順が実行されることによって、トラック＃４　８１１には、第３データ
ファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０が記録され、第４ファイル構造領域８３０には、第３デ
ータファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ｂ）８
３１）が記録され、さらに、第４ＶＡＴ構造領域８４０には、ＶＡＴ８４１およびＶＡＴ
　ＩＣＢ８４２が記録される。



(26) JP WO2005/091287 A1 2005.9.29

10

20

30

40

50

【０１２６】
　第４ＶＡＴ構造領域８４０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置８
５１であり、最終データ記録位置８５１を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
ク管理情報領域１０４に記録される。
【０１２７】
　なお、図６に示されるデータ構造を有する情報記録媒体１００に対して、クローズ処理
手順を実行することがあり得る。さらに、図６に示すデータ構造が記録された情報記録媒
体１００に対する更なるファイルの追加記録を禁止する場合には、未記録領域４６０にリ
ードアウト領域を割り付けることがあり得る。
【０１２８】
　１－２．記録再生装置
　図７は、本発明の実施の形態の記録再生装置３００を示す。記録再生システム３００は
、ホスト装置３０５と、ドライブ装置３１０とを備える。ホスト装置３０５は、例えば、
コンピュータシステムあるいはパーソナルコンピュータであり得る。情報記録再生システ
ム３００は、記録装置、再生装置および記録再生装置のうちの１つとして機能する。
【０１２９】
　ホスト装置３０５は、システム制御部３０１と、第１メモリ回路３０２と、磁気ディス
ク装置３０４と、Ｉ／Ｏバス３０３とを備える。ドライブ装置３１０を介してホスト装置
３０５と追記型記録媒体１００との間でデータが転送される。
【０１３０】
　システム制御部３０１は、第１メモリ回路３０２と磁気ディスク装置３０４とを制御す
る。システム制御部３０１は、例えば、第１メモリ回路３０２が磁気ディスク装置３０４
とドライブ装置３１０との両方にデータを転送するように、第１メモリ回路３０２を制御
する。
【０１３１】
　システム制御部３０１は、演算用メモリを含むマイクロプロセッサを含み、システムの
制御プログラムを実行する。システム制御部３０１は、例えば、ファイルシステムのボリ
ューム構造／ファイル構造の記録・再生、ＶＡＴ構造の記録・再生、ファイルの記録・再
生およびリードイン／リードアウト領域に対するデータの記録・再生を行う。
【０１３２】
　例えば、システム制御部３０１は、複数のトラックをボリューム空間１０９に割り付け
るようドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、ファイルを複
数のトラックのうちの１つに記録するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、シス
テム制御部３０１は、ファイルを管理するファイル構造を複数のトラックのうちの１つに
記録するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、ファイ
ル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造をボリューム空間１０９に記録するよ
うドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、複数のトラックを
管理するトラック管理情報を第１ディスク管理情報領域１０４に記録するようドライブ装
置３１０に指示する。
【０１３３】
　さらに、例えば、システム制御部３０１は、複数のトラックを管理するトラック管理情
報をディスク管理情報領域から再生するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、シ
ステム制御部３０１は、トラック管理情報に基づいて仮想配置テーブル構造をボリューム
空間１０９から再生するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３
０１は、ファイル構造を複数のトラックのうちの一つから再生するようドライブ装置３１
０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、ファイルを複数のトラックのうちの一
つから再生するようドライブ装置３１０に指示する。
【０１３４】
　第１メモリ回路３０２は、ボリューム構造、ファイル構造、ＶＡＴ構造およびファイル
の演算や一時保存に使用される。
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【０１３５】
　ドライブ装置３１０は、ドライブ制御部３１１と、第２メモリ回路３１２と、内部バス
３１３と、記録再生部３１４とを備える。記録再生部３１４は、例えば、ヘッド部であり
得る。ドライブ装置３１０は、追記型記録媒体１００を搭載可能に構成されている。ドラ
イブ装置３１０は、追記型記録媒体１００との間でデータを転送する。
【０１３６】
　ドライブ制御部３１１は、演算用メモリを含むマイクロプロセッサを含み、ドライブの
制御プログラムを実行する。ドライブ制御部３１１は、ディスク管理情報領域や交替領域
に対するデータの記録・再生、疑似上書き記録・再生の処理の制御や演算を行う。ドライ
ブ制御部３１１は、第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４とを制御する。ドライブ制
御部３１１は、例えば、第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４とが追記型記録媒体１
００に情報を記録するように、さらに、第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４とが追
記型記録媒体１００から情報を再生するように第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４
とを制御する。
【０１３７】
　なお、システム制御部３０１およびドライブ制御部３１１は、ＬＳＩ等の集積回路によ
って実現されてもよいし、汎用プロセッサとメモリ（例えばＲＯＭ）とによって実現され
てもよい。メモリ（例えばＲＯＭ）にはコンピュータ（例えば汎用プロセッサ）が実行可
能なプログラムが格納されている。このプログラムは本発明のフォーマット処理手順、フ
ァイルの記録処理手順、クローズ処理手順および再生処理手順を示し、コンピュータ（例
えば汎用プロセッサ）はこのプログラムに従って、これらの処理手順を実行する。
【０１３８】
　１－３．記録処理手順
　１－３－１．フォーマット処理手順
　図８は、本発明の実施の形態のフォーマット処理手順を示す。図７を参照して説明され
た記録再生装置３００がフォーマット処理手順を実行することによって、記録再生装置３
００は、図３に示されたデータ構造を有する追記型記録媒体１００を作成できる。
【０１３９】
　以下、図３と図７と図８とを参照して、本発明の実施の形態のフォーマット処理手順を
ステップごとに説明する。
【０１４０】
　ステップＳ１０１：ホスト装置３０５のシステム制御部３０１は、ユーザ領域１０８へ
のトラックの割り付けをドライブ装置３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、トラッ
クをユーザ領域１０８に割り付ける。
【０１４１】
　具体的には、システム制御部３０１は、トラック＃１　４０１とトラック＃２　４０２
との割り付けを指示する。ドライブ装置３１０は、トラック＃１　４０１とトラック＃２
　４０２とをユーザ領域１０８に割り付けるように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１４２】
　ステップＳ１０２：システム制御部３０１は、ボリューム構造を第１メモリ回路３０２
に作成し、作成されたボリューム構造をボリューム構造領域４１０に記録するようドライ
ブ装置３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送された
ボリューム構造をボリューム構造領域４１０に記録する。
【０１４３】
　ボリューム構造は、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１３３４６規格およびＵＤＦ規格のＶＡＴ方式に
準拠する。ボリューム構造は、例えば、ボリューム空間１０９の管理情報を保持するため
の記述子を含む。
【０１４４】
　ステップＳ１０３：システム制御部３０１は、ファイル構造を第１メモリ回路３０２に
作成し、作成されたファイル構造をファイル構造領域４２０に記録するようドライブ装置
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３１０に指示する。ファイル構造は、ファイル集合記述子４２１と、ＲＯＯＴディレクト
リと、ルートディレクトリを管理するＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２とを含む。
【０１４５】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたファイル構造をファイル
構造領域４２０に記録する。
【０１４６】
　ステップＳ１０４：システム制御部３０１は、ＶＡＴ構造を第１メモリ回路３０２に作
成し、作成されたＶＡＴ構造を第１ＶＡＴ構造領域４３０に記録するようドライブ装置３
１０に指示する。ＶＡＴ構造は、ＶＡＴ４３１とＶＡＴ　ＩＣＢ４３２とを含む。
【０１４７】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたＶＡＴ構造を第１ＶＡＴ
構造領域４３０に記録する。
【０１４８】
　ＶＡＴ構造が第１ＶＡＴ構造領域４３０に記録された後、処理は終了する。
【０１４９】
　なお、ファイル構造が記録されるトラック（例えば、トラック＃１　４０１）の先頭位
置はＥＣＣブロックに一致しており、かつ、ファイル構造が記録されるトラックの長さは
、ＥＣＣブロックの整数倍の長さであることが望ましい。データの記録単位と論理的な構
造が一意しており、効率的なデータアクセスが可能となるからである。
【０１５０】
　１－３－２．ファイルの記録処理手順
　図９は、本発明の実施の形態のファイルの記録処理手順を示す。図７を参照して説明さ
れた記録再生装置３００がファイルの記録処理手順を実行することによって、図３に示さ
れるデータ構造を有する追記型記録媒体１００にファイルが記録され、図４に示されるデ
ータ構造を有する追記型記録媒体１００が作成される。
【０１５１】
　以下、図３、図４、図７および図９を参照して、本発明の実施の形態のファイルの記録
処理手順をステップごとに説明する。
【０１５２】
　ステップＳ２０１：ホスト装置３０５のシステム制御部３０１は、記録データを準備す
る。
【０１５３】
　具体的には、システム制御部３０１は、磁気ディスク装置３０４に格納されている第１
データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を磁気ディスク装置３０４から読み出し、第１メ
モリ回路３０２に転送する。さらに、システム制御部３０１は、ディレクトリファイル（
Ｄｉｒ－Ａ）、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１およびＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２を第１メモ
リ回路３０２に生成する。さらに、システム制御部３０１は、ディレクトリファイル（Ｄ
ｉｒ－Ａ）の追加に従ってＲＯＯＴディレクトリの内容が更新されるため、更新されたＦ
Ｅ（ＲＯＯＴ）５０３を第１メモリ回路３０２にさらに生成する。
【０１５４】
　ステップＳ２０２：システム制御部３０１は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５
１０をトラック＃２　４０２に記録するようドライブ装置３１０に指示する。
【０１５５】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送された第１データファイル（Ｆ
ｉｌｅ－ａ）５１０をトラック＃２　４０２に記録するように、ヘッド部３１４を制御す
る。
【０１５６】
　ステップＳ２０３：システム制御部３０１は、ファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５
０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）をトラック＃２　４０２に
記録するようドライブ装置３１０に指示する。
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【０１５７】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたファイル構造をトラック
＃２　４０２に記録するように、ヘッド部３１４を制御する。。
【０１５８】
　ステップＳ２０４：システム制御部３０１は、ＶＡＴ構造を第１メモリ回路３０２に作
成し、作成されたＶＡＴ構造を第２ＶＡＴ構造領域５２０に記録するようドライブ装置３
１０に指示する。ＶＡＴ構造は、ＶＡＴ５２１とＶＡＴ　ＩＣＢ５２２とを含む。
【０１５９】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたＶＡＴ構造を第１データ
ファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置の直後に記録するように、ヘッド部３１４を
制御する。ＶＡＴ　ＩＣＢは情報記録媒体１００の最後尾の記録位置に配置されるという
（ＵＤＦ規格の）規定に従って、ＶＡＴ　ＩＣＢ５２２は記録される。
【０１６０】
　ステップＳ２０５：ドライブ装置３１０は、トラック管理情報を第１ディスク管理情報
領域１０４に記録するように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１６１】
　なお、システム制御部３０１が最終データ記録位置５３１を示す情報がトラック管理情
報として第１ディスク管理情報領域１０４に記録するようドライブ装置３１０に指示する
場合もありうる。
【０１６２】
　トラック管理情報が記録された後、処理は終了する。
【０１６３】
　以上、図３、図４、図７および図９を参照して、本発明の実施の形態のファイルの記録
処理手順をステップごとに説明した。
【０１６４】
　なお、記録再生装置３００がファイルの記録処理手順を実行することによって、図４に
示されるデータ構造を有する追記型記録媒体１００に第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ
）が記録され、図５に示されるデータ構造を有する追記型記録媒体１００が作成される。
【０１６５】
　１－４．再生処理手順
　図１０は、本発明の実施の形態１の再生処理手順を示す。再生処理手順は、記録再生装
置３００によって実現される。
【０１６６】
　以下、図２、図４、図７および１０を参照して、本発明の実施の形態１の再生処理手順
をステップごとに説明する。
【０１６７】
　以下に説明されるステップを実行することによって、記録再生装置３００は、図４を参
照して説明されたデータ構造を有する追記型記録媒体１００から第１データファイル（Ｆ
ｉｌｅ－ａ）５１０を再生する。
【０１６８】
　ステップＳ２１１：ホスト装置３０５のシステム制御部３０１は、最終データ記録位置
５３１を示す情報を得るため、第１ディスク管理情報領域１０４に記録されているトラッ
ク管理情報を再生するよう、ドライブ装置３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、ト
ラック管理情報を再生するように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１６９】
　ステップＳ２１２：システム制御部３０１は、再生されたトラック管理情報から得た最
終データ記録位置５３１の情報に基づいて、ＶＡＴ　ＩＣＢ５２２の再生をドライブ装置
３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、ＶＡＴ　ＩＣＢ５２２を再生するように、ヘ
ッド部３１４を制御する。さらに、ドライブ装置３１０は、再生されたＶＡＴ　ＩＣＢ５
２２に基づいてＶＡＴ５２１の記録位置情報を再生するように、ヘッド部３１４を制御す
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る。
【０１７０】
　ステップＳ２１３：システム制御部３０１は、ＶＡＴ５２１を参照して、第２ファイル
構造５００および第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を再生するようにドライブ
装置３１０に指示する。
【０１７１】
　ドライブ装置３１０は、第２ファイル構造５００および第１データファイル（Ｆｉｌｅ
－ａ）５１０を再生するように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１７２】
　具体的には、目的のファイルやその管理情報が仮想アドレスを用いて管理されている場
合、ＶＡＴ５２１を参照して、仮想アドレスから論理アドレスへの変換処理を行い、ファ
イル集合記述子４２１を起点として、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３と、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０
３に含まれたＲＯＯＴディレクトリと、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２と、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ
）５０２に含まれたディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）と、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１とが、
順次読み出される。
【０１７３】
　ステップＳ２１４：システム制御部３０１は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５
１０を再生するようにドライブ装置３１０に指示する。ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１から
第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置が取得される。ドライブ装置３１
０は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を再生するように、ヘッド部３１４を
制御する。
【０１７４】
　第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０が再生された後、処理は終了する。
【０１７５】
　なお、ファイル構造が記録されているトラックの位置が分かっているので、連続的にデ
ータを読み出し、第１メモリ回路３０２に格納してからデータ構造を解析することがあり
得る。その結果、高速で効率的なデータアクセスが可能となる。
【０１７６】
　再生処理手順をより簡易に実行するため、対応するトラックに記録されているデータの
種別を示す情報をトラック管理情報２１０に付加することがあり得る。例えば、システム
制御部３０１の指示により、ファイル構造を記録するためのトラックであるかどうかを示
す識別子やフラグが記録され得る。その結果、ドライブ装置３１０よる効率的なデータア
クセスが可能となる。
【０１７７】
　２．実施の形態２
　図１１は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す。図１１において、図１、
図３、図４、図５および図６を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号
を付し、その説明を省略する。さらに、図１１において、図１、図３、図４、図５および
図６を参照して説明された情報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し
、その説明を省略する。
【０１７８】
　本発明の実施の形態２によれば、追記型記録媒体１００に対して、ファイル構造（ＦＥ
およびディレクトリファイル（ＵＤＦ規格で規定されているＦＩＤを含むデータ））毎に
トラックが割り付けられる。
【０１７９】
　ボリューム空間１０９には、トラック＃１　１００１とトラック＃２　１００２とトラ
ック＃３　１００３とが割り付けられている。
【０１８０】
　トラック＃１　１００１は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１０と
、ファイル構造が記録される第１ファイル構造領域４２０と、ＶＡＴ構造が記録される第
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１ＶＡＴ構造領域４３０と、ファイル構造（ＦＥ）が記録されるファイル構造領域７００
と、未記録領域とを含む。ファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および
第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイル
の記録処理手順」参照）が実行されることによって、ボリューム構造領域４１０にはボリ
ューム構造が記録され、第１ファイル構造領域４２０にはファイル構造（ファイル集合記
述子４２１およびＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２）が記録され、第１ＶＡＴ構造領域４３０には
ＶＡＴ構造（ＶＡＴ４３１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）が記録され、ファイル構造領域
７００にはファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、Ｆ
Ｅ（Ｆｉｌｅ－ｂ）８３１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ｂ）８３２）が記録される。
【０１８１】
　ファイル構造領域７００と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９００であ
り、最終データ記録位置９００を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
報領域１０４に記録されている。
【０１８２】
　トラック＃２　１００２は、ファイル構造（ディレクトリ）が記録されるファイル構造
領域７１０と、未記録領域とを含む。ファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５
１０および第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２
．ファイルの記録処理手順」参照）が実行されることによって、ファイル構造領域７１０
にはファイル構造（ディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）１２００およびディレクトリ（Ｄｉｒ－
Ｂ）１２０１）が記録される。
【０１８３】
　ファイル構造領域７１０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９０１であ
り、最終データ記録位置９０１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
報領域１０４に記録される。
【０１８４】
　トラック＃３　１００３は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０と第２ＶＡＴ
構造領域５２０と第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０と第３ＶＡＴ構造領域６２
０と未記録領域とを含む。ファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および
第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイル
の記録処理手順」参照）が実行されることによって、トラック＃３　１００３には、第１
データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０が記録され、第２ＶＡＴ構造領域５２０には、Ｖ
ＡＴ５２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ５２２が記録される。さらに、トラック＃３　１００３
には、第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０が記録され、第３ＶＡＴ構造領域６２
０には、ＶＡＴ６２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ６２２が記録される。図１１に示されたデー
タ構造を有する追記型記録媒体１００では、ＶＡＴ６２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ６２２が
最新のＶＡＴ構造である。
【０１８５】
　第３ＶＡＴ構造領域６２０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９０２で
あり、最終データ記録位置９０２を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理
情報領域１０４に記録される。
【０１８６】
　本発明の実施の形態２によれば、追記型記録媒体１００に記録されたファイル構造のう
ち特定の情報（例えばＦＥだけ）を読み出す際に効率的なアクセスが可能となる。特にＶ
ＡＴ方式の場合、ＶＡＴによってアドレス管理されるのはＦＥであるので、ＶＡＴ方式の
実現上、好都合である。
【０１８７】
　なお、ディレクトリ階層に着目してトラックを割り付けることがあり得る。例えば、特
定の応用（例えば、ＴＶの番組録画）のためのデータを記録するディレクトリ階層を定め
た上で、所定のディレクトリ下のファイルやディレクトリをトラックに割り付けることが
あり得る。この結果、効率的なデータアクセスが可能となる。
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【０１８８】
　３．実施の形態３
　図１２は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図１２において、図
１、図３および図４を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、
その説明を省略する。さらに、図１２において、図１、図３および図４を参照して説明さ
れた情報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省略する
。
【０１８９】
　本発明の実施の形態３によれば、追記型記録媒体１００の複数のトラックに、互いに同
一のファイル構造が記録される。
【０１９０】
　ボリューム空間１０９には、トラック＃１　２００１とトラック＃２　２００２とトラ
ック＃３　２００３とが割り付けられている。
【０１９１】
　トラック＃１　２００１は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１０と
、ファイル構造が記録される第１ファイル構造領域４２０と、ＶＡＴ構造が記録される第
１ＶＡＴ構造領域４３０と、ファイル構造が記録される第２ファイル構造領域５００と、
未記録領域とを含む。フォーマット処理手順（（「１－３－１．フォーマット処理手順」
参照）およびファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および第２データフ
ァイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイルの記録処理手
順」参照）が実行されることによって、ボリューム構造領域４１０にはボリューム構造が
記録され、第１ファイル構造領域４２０にはファイル構造（ファイル集合記述子４２１お
よびＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２）が記録され、第１ＶＡＴ構造領域４３０にはＶＡＴ構造（
ＶＡＴ４３１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）が記録され、第２ファイル構造領域５００に
はファイル構造（例えば、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示す
ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が
記録される。
【０１９２】
　第２ファイル構造領域５００と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９１０
であり、最終データ記録位置９１０を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管
理情報領域１０４に記録されている。
【０１９３】
　トラック＃２　２００２は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１１と
、ファイル構造が記録されるファイル構造領域４７０と、ＶＡＴ構造が記録されるＶＡＴ
構造領域４８０と、ファイル構造が記録されるファイル構造領域４９０と、未記録領域と
を含む。
【０１９４】
　フォーマット処理手順（（「１－３－１．フォーマット処理手順」参照）およびファイ
ル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および第２データファイル（Ｆｉｌｅ－
ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイルの記録処理手順」参照）が実行さ
れた後に、システム制御部３０１がトラック＃１　２００１に記録されたファイル構造の
複製およびＶＡＴ構造の複製をトラック＃２に記録するようドライブ装置３１０に指示す
ることにより実現可能である。
【０１９５】
　ボリューム構造領域４１１にはボリューム構造の複製が記録され、ファイル構造領域４
７０にはファイル構造（ファイル集合記述子４２１およびＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２）の複
製（ファイル集合記述子４７１およびＦＥ（ＲＯＯＴ）４７２）が記録され、ＶＡＴ構造
領域４８０にはＶＡＴ構造（ＶＡＴ４３１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）の複製（ＶＡＴ
４８１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４８２）が記録され、ファイル構造領域４９０にはファイル
構造（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ
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）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）の複製（第１データフ
ァイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）４９１、ＦＥ（Ｄ
ｉｒ－Ａ）４９２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）４９３）が記録される。
【０１９６】
　なお、トラック＃１　２００１に対する記録を指示されたドライブ装置３１０が、トラ
ック＃２　２００２にデータ（ボリューム構造、ファイル構造、ＶＡＴ構造）の複製を自
動的に記録することがあり得る。また、ドライブ装置３１０がトラック＃１　２００１に
対する記録を指示される度に自動的に複製を記録することがあり得る。また、複製を記録
するようにシステム制御部３０１からドライブ装置３１０に指示があった場合に、ドライ
ブ装置３１０がトラック＃１　２００１に複製を記録することがあり得る。
【０１９７】
　ファイル構造領域４９０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９１１であ
り、最終データ記録位置９１１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
報領域１０４に記録されている。
【０１９８】
　トラック＃３　２００３は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０と第２ＶＡＴ
構造領域５２０と未記録領域とを含む。第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記
録処理手順が実行されることによって、未記録領域には、第１データファイル（Ｆｉｌｅ
－ａ）５１０が記録され、第２ファイル構造領域５００には、第１データファイル（Ｆｉ
ｌｅ－ａ）５１０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ
－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が記録され、さらに、第２ＶＡＴ構造領域５２
０には、ＶＡＴ５２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ５２２が記録される。
【０１９９】
　第２ＶＡＴ構造領域５２０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９１２で
あり、最終データ記録位置９１２を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理
情報領域１０４に記録される。
【０２００】
　なお、再生処理手順（「１－４．再生処理手順」参照）が実行されることによって、ト
ラック＃１　２００１に記録されているデータを再生することが可能である。しかし、ト
ラック＃１　２００１からデータを再生することができない場合（例えば、トラック＃１
　２００１に傷がついている場合）には、トラック＃２　２００２からデータを再生する
ことがあり得る。したがって、トラック＃２　２００２のデータをトラック＃１　２００
１のデータのバックアップとして利用できる。その結果、追記型記録媒体１００の信頼性
が向上する。
【０２０１】
　なお、トラック＃２　２００２に記録されるファイル構造は、トラック＃１　２００１
と同じでよいが、その場合、ファイル構造領域の論理アドレスと実際に記録されている論
理アドレスがずれることになる。この場合、トラック＃２　２００２に記録されるファイ
ル構造を利用してデータを再生する場合に、アドレスを変換することがあり得る。なお、
トラック＃２　２００２にファイル構造を記録する際に、ディレクトリ階層を保ったまま
で、論理アドレスのみを変換して記録しておけば、再生時のアドレス変換は不要となる。
【０２０２】
　なお、本発明の実施の形態３では、最新のＶＡＴ構造を１つだけ記載しているが、追記
型記録媒体１００の信頼性をより向上させるために、ＶＡＴ構造自体の複製も記録するこ
とがあり得る。この場合、例えば、第２ＶＡＴ構造領域５２０の直前に、トラック＃２　
２００２に記録されるファイル構造ためのＶＡＴ構造を記録してもよい。また、トラック
＃２　２００２に記録されるファイル構造全体をＶＡＴ　ＩＣＢの拡張属性ファイルとし
て扱うことがあり得る。その結果、ＵＤＦ規格との高い互換性を達成できる。
【０２０３】
　なお、トラック間の関係情報をトラック管理情報２１０内に付加情報として記録するこ
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とがあり得る。その結果、所定のトラックに記録されているデータの複製が別のトラック
に記録されていることを容易に判別できる。例えば、トラック＃１　２００１に記録され
た情報を管理するトラック管理情報に、トラック＃２　２００２に記録された情報がトラ
ック＃１　２００１に記録された情報の複製であることを示す付加情報を記録することが
あり得る。また、トラック＃２　２００２に記録された情報を管理するトラック管理情報
に、トラック＃２　２００２に記録された情報がトラック＃１　２００１に記録された情
報の複製であることを示す付加情報を記録することがあり得る。
【産業上の利用可能性】
【０２０４】
　本発明によれば、ボリューム空間にトラックを割り付け、特定のトラックに対してのみ
ファイル構造を記録する。したがって、アクセス頻度を低減させることが可能となり、フ
ァイル構造への高速なアクセスが実現される。
【０２０５】
　また、本発明によれば、ファイル構造の複製を記録することによって、情報記録媒体の
信頼性を向上させることができる。
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【手続補正書】
【提出日】平成18年2月6日(2006.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　追記型記録媒体に情報を記録する記録装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録装置は、ホスト装置とドライブ装置とを備え、
　前記ホスト装置は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示
する第２指示部と、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示す
る第５指示部と
　を備え、
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　前記ドライブ装置は、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録し、前
記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録し、前記仮想配置テーブル構
造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に
記録するためのヘッド部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録し、前
記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録し、前記仮想配置テーブル構
造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に
記録するように、前記ヘッド部を制御する制御部と
　を備えた、記録装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置
に続く領域に、前記仮想配置テーブル構造を記録するように、前記ヘッド部を制御する、
請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示し、
　前記制御部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するように
、前記ヘッド部を制御する、請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え
、
　前記ホスト装置は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示
する第２指示部と、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、
前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記
録するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示す
る第５指示部と
　を備えた、ホスト装置。
【請求項５】
　前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示する、請求項４に記載のホスト装置
。
【請求項６】
　追記型記録媒体に情報を記録する記録方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付ける割り付けステップと、
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　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録ステップと
、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録する第３記録ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録する第４記録ステップと
　を包含する記録方法。
【請求項７】
　追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装置によって実行される
指示方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　を包含する指示方法。
【請求項８】
　追記型記録媒体に情報を記録する記録処理手順を記録装置によって実行するためのプロ
グラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録処理手順は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリ
ューム空間に割り付ける割り付けステップと、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録ステップと
、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録する第３記録ステップと、
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　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録する第４記録ステップと
　を包含する、プログラム。
【請求項９】
　追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装置によって指示処理手
順を実行するためのプログラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記指示処理手順は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステッ
プと、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう指示する第３指示ステップと、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう指示する第４指示ステップと、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップ
と
　を包含する、プログラム。
【請求項１０】
　追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられた集積回路であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え
、
　前記集積回路は、
　少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空
間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示するための第１指示部と、
　ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示
するための第２指示部と、
　前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する
よう前記ドライブ装置に指示するための第３指示部と、
　前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に
記録するよう前記ドライブ装置に指示するための第４指示部と、
　前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理する
トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示す
るための第５指示部と
　を備えた、集積回路。
【請求項１１】
　追記型記録媒体から情報を再生する再生装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されており、
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　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生装置は、ホスト装置とドライブ装置とを備え、
　前記ホスト装置は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置
に指示する第１指示部と、
　前記トラック管理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から
再生するよう前記ドライブ装置に指示する第２指示部と、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ
装置に指示する第３指示部と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置
に指示する第４指示部とを備え、
　前記ドライブ装置は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル
構造を前記ボリューム空間から再生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックから再生し、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するため
のヘッド部と、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル
構造を前記ボリューム空間から再生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックから再生し、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう
に、前記ヘッド部を制御する制御部と
　を備えた、再生装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置に続く領域に、
前記仮想配置テーブル構造が記録されており、
　前記第２指示部は、前記ファイルの最終記録位置に続く領域から前記仮想配置テーブル
構造を再生するように、前記ドライブ装置に指示する、請求項１１に記載の再生装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに
記録されており、
　前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
ように、前記ドライブ装置に指示する、請求項１１に記載の再生装置。
【請求項１４】
　追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト装置であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生するドライブ装置をさらに備
え、
　前記ホスト装置は、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよ
う前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、
　前記トラック管理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から
再生するよう前記ドライブ装置に指示する第２指示部と、
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　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ
装置に指示する第３指示部と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置
に指示する第４指示部とを備えた、ホスト装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに
記録されており、
　前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
よう前記ドライブ装置に指示する、請求項１４に記載のホスト装置。
【請求項１６】
　追記型記録媒体から情報を再生する再生方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステップと、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造をボリューム空間から再生する第２再生ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する第３ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップと
　を包含する再生方法。
【請求項１７】
　追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト装置によって実行され
る指示方法であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
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ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップとを包含する指示方法。
【請求項１８】
　追記型記録媒体から情報を再生する再生処理手順を再生装置によって実行するためのプ
ログラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生処理手順は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステップと、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生する再生する第２再生ステッ
プと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する第３再生ステップ
と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップと
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップと
　を包含する、プログラム。
【請求項１９】
　追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト装置によって指示処理
手順を実行するためのプログラムであって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記指示処理手順は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示
ステップと、
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　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう指示する第２指示ステップと、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３
指示ステップと、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示
ステップと
を包含する、プログラム。
【請求項２０】
　追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられた集積回路であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとが割り付けられており、
　前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録
されており、
　前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構
造が記録されており、
　前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
　前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生するドライブ装置をさらに備
え、
　前記集積回路は、
　前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置
に指示するための第１指示部と、
　前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間か
ら再生するよう前記ドライブ装置に指示するための第２指示と、
　前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ
装置に指示するための第３指示部と、
　前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置
に指示するための第４指示部と
を備えた、集積回路。
【請求項２１】
　情報が記録されるように構成されている追記型記録媒体であって、
　前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
　前記ボリューム空間は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラッ
クとが割り付けられるように構成されており、
　前記少なくとも１つの第１トラックは、ファイルが記録されるように構成されており、
　前記少なくとも１つの第２トラックは、前記ファイルを管理するファイル構造が記録さ
れるように構成されており、
　前記ボリューム空間は、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されるように構成されており、
　前記ディスク管理情報領域は、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１
つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されるように構成されている、追
記型記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置、記録装置に含まれるホスト装置
、追記型記録媒体に情報を記録する記録方法、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置
に備えられたホスト装置によって実行される指示方法、記録処理手順を実行するためのプ
ログラム、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられた集積回路、追記型記録
媒体から情報を再生する再生装置、再生装置に含まれるホスト装置、追記型記録媒体から
情報を再生する再生方法、再生処理手順を実行するためのプログラムおよび追記型記録媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルデータの記録に様々な形態の記録媒体が用いられており、中でも記録回
数が１回と限られている一方、媒体の価格が安価である追記型光ディスクがよく使われる
ようになってきている。
【０００３】
　このような光ディスクの例として、ＣＤ－ＲディスクやＤＶＤ－Ｒディスクがある。そ
して、ＣＤ－ＲディスクやＤＶＤ－Ｒディスクへデータを追記する手法が幾つか提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。データを追記する手法としては、例えば、ＶＡＴ（
Ｖｉｒｔｕａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）方式やマルチボーダ（またはマル
チセッション）方式がある。
【０００４】
　ＶＡＴ方式およびマルチボーダ方式を用いてＤＶＤ－Ｒディスクにデジタルデータを記
録・再生する時の動作について説明する。
【０００５】
　まず、ＶＡＴを用いた追記方式について、以下に図面を参照しながら説明する。ここで
は、ＤＶＤ－Ｒディスクを記録媒体の例とし、図１３に示すファイルおよびディレクトリ
階層構造を記録媒体に記録する時の動作と、その結果として形成されるデータ構造につい
て順に説明する。
【０００６】
　最初に、図１４を参照してフォーマット処理について説明する。図１４は、従来の記録
媒体１０１００の一例であるＤＶＤ－Ｒディスク上のフォーマット処理直後のデータを示
す。
【０００７】
　ＤＶＤ－Ｒディスクは、ＤＶＤ－Ｒ物理規格で規定される記録媒体である。
【０００８】
　また、ＤＶＤ－Ｒファイルシステム規格で規定されたボリューム・ファイル構造を用い
てファイルが記録される。ＤＶＤ－Ｒファイルシステム規格はＩＳＯ／ＩＥＣ１３３４６
規格あるいはＵＤＦ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｓｋ　Ｆｏｒｍａｔ）規格に準拠してお
り、以下の説明においてもＵＤＦ規格に規定されている構造を用いて説明を行う。
【０００９】
　図１４に示すように、記録媒体１０１００のデータ領域は、リードイン領域１０１０１
とボリューム空間１０１０９とを含む。ボリューム空間１０１０９は、ボリューム構造領
域１０４１０と、ファイル構造／ファイル領域１０４２０と、ＶＡＴ（Ｖｉｒｔｕａｌ　
Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）構造領域１０４３０とを含む。
【００１０】
　ボリューム構造領域１０４１０には、ＵＤＦ規格で規定されるボリューム構造が記録さ
れる。ボリューム構造には、具体的には、ＮＳＲ記述子、基本ボリューム記述子、処理シ
ステム用記述子、区画記述子、論理ボリューム記述子、未割付空間記述子、終端記述子、
論理ボリューム保全記述子、および開始ボリューム記述子が含まれる。
【００１１】
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　ファイル構造／ファイル領域１０４２０には、ファイル集合記述子１０４２１およびＲ
ＯＯＴディレクトリファイルのファイルエントリであるＦＥ（ＲＯＯＴ）１０４２２が記
録されている。ＦＥ（ＲＯＯＴ）１０４２２は、パーティション空間内でディレクトリ階
層の起点となる。
【００１２】
　ファイルエントリ（以降、ＦＥとする）は、ボリューム空間内に記録されるファイルの
位置や大きさを管理するためにＵＤＦ規格で規定されているデータ構造を有する。なお、
ここでは説明の簡単化のため、ＲＯＯＴディレクトリファイルはＦＥ（ＲＯＯＴ）１０４
２２に含まれる形式としている。
【００１３】
　ＶＡＴ構造領域１０４３０には、ＶＡＴ１０４３１とＶＡＴ　ＩＣＢ１０４３２とが記
録されている。ＶＡＴは、追記形記録媒体におけるファイル構造の更新処理を簡素化する
ことを目的としてＵＤＦ規格で規定されているデータ構造である。
【００１４】
　ＶＡＴを用いる場合、ＦＥのようなファイル構造データのボリューム空間上での記録位
置が、仮想アドレス空間上の仮想アドレスを用いて指定される。そして、記録媒体上の記
録位置である論理アドレス空間上の論理アドレスと、この仮想アドレスとの対応関係を保
持するのがＶＡＴである。これらの構造により、ＤＶＤ－Ｒディスクのような書換えがで
きない記録媒体においても、仮想的にデータの書換えが実現される。そして、ＶＡＴの記
録媒体上の記録位置は、記録媒体上でデータが記録された領域の終端セクタに割り付けら
れるＶＡＴ　ＩＣＢにより指定される。
【００１５】
　リードイン領域１０１０１には物理フォーマット情報領域１０１０４が含まれる。物理
フォーマット情報領域１０１０４には、記録媒体１０１００に割り付けられた様々な領域
の管理情報を記録するため情報である物理フォーマット情報が記録されている。管理情報
とは、例えば、ボーダアウト領域のアドレス情報、等である。なお、物理フォーマット情
報領域１０１０４は、フォーマット処理直後の時点では領域だけが確保され、データは未
記録状態である。
【００１６】
　図１５を参照して、図１３に示すファイルおよびディレクトリ構造のうちディレクトリ
（Ｄｉｒ－Ａ）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）とを記録する手順を説明する。
【００１７】
　図１４の状態の記録媒体１０１００に対してディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）とデータファ
イル（Ｆｉｌｅ－ａ）の記録処理が行われると、図１５に示すように、ファイル構造／フ
ァイル領域１０５００に、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１と、ＦＥ（Ｆｉｌ
ｅ－ａ）１０５０２と、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）１０５０３と、ＦＥ（ＲＯＯＴ）１０５０４
とが記録される。なお、ディレクトリファイルはＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）１０５０３に含まれ
る形式とする。
【００１８】
　また、ＶＡＴ構造領域１０５２０には、新たに記録されたＦＥ１０５０２、ＦＥ１０５
０３およびＦＥ１０５０４が登録されたＶＡＴ１０５２１と、ＶＡＴ　ＩＣＢ　１０５２
２とが記録される。
【００１９】
　さらにクローズ処理が行われると、まずネクストボーダマーカ１０５３１を除いたボー
ダアウト領域１０５３０に所定のデータが記録される。また、フォーマット処理後に未記
録状態であったリードイン領域１０１０１内の物理フォーマット情報領域１０１０４に所
定のデータが記録される。
【００２０】
　なお、クローズ処理は、情報再生装置が最新のボリューム・ファイル構造を検索可能と
するために実行される。
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【００２１】
　ファイル記録処理とクローズ処理が、図１４に示すフォーマット処理後のデータ構造を
持つ記録媒体１０１００に対して実行された時、図１５に示すデータ構造が記録媒体１０
１００に形成される。
【００２２】
　図１６を参照して、図１３に示すファイルおよびディレクトリ構造のうちのディレクト
リ（Ｄｉｒ－Ｂ）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）との記録処理手順を説明する。
【００２３】
　ここでは、ファイル構造／ファイル領域１０６００に、データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ
）１０６０１とそれに関連するファイル構造である、ファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）１０６０
１、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ｂ）１０６０２、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ｂ）１０６０３、ＦＥ（ＲＯＯＴ
）１０６０４が記録される。
【００２４】
　また、ＶＡＴ構造領域１０６１００に、最新のＶＡＴ構造である、ＶＡＴ１０６１０１
とＶＡＴ　ＩＣＢ１０６０２が記録される。
【００２５】
　最後に、クローズ処理を再度実行することにより、ネクストボーダマーカ１０６２０１
を除いたボーダアウト領域１０６２００に所定のデータが記録される。さらに、ボーダア
ウト領域１０５３０内に割り付けられたネクストボーダマーカ１０５３１と、物理フォー
マット情報領域１０６３０１を含むボーダイン領域１０６３００とが記録される。
【００２６】
　以上で説明したようなファイル記録処理とクローズ処理が、図１５に示すデータ構造を
持つ記録媒体１０１００に対して実行された時、図１６に示すデータ構造が記録媒体１０
１００に形成される。
【００２７】
　このように、クローズ処理が実行される度に、ボリューム空間１０１０９のリードイン
領域１０１０１またはボーダイン領域と、ボーダアウト領域とに挟まれた領域が形成され
る。以降、この領域のことをボーダ付き領域と呼ぶ。例えば図１６では、ボーダ付き領域
＃１　１０７００やボーダ付き領域＃２　１０７０１が存在する。ボーダ付き領域はＣＤ
－Ｒディスクの場合におけるセッションと同様の概念である。
【００２８】
　次に、図１７に示した再生処理手順のフローチャートを参照して、ファイルの再生動作
を説明する。ここでは、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１を再生する動作を例
にあげて説明する。
【００２９】
　まず、リードイン領域１０１０１の物理フォーマット情報領域１０１０４のデータが再
生され、物理フォーマット情報が取得される（ステップＳ１１１０１）。
【００３０】
　次に、ネクストボーダマーカのデータが再生される（ステップＳ１１１０２）。
【００３１】
　ステップＳ１１１０１（あるいはステップＳ１１１０３）で取得された物理フォーマッ
ト情報にはボーダアウト領域のアドレス情報が含まれる。そしてボーダアウト領域の所定
の位置にネクストボーダマーカのデータが記録されているので、そこからネクストボーダ
マーカが再生される。
【００３２】
　例えば、図１６において、物理フォーマット情報領域１０１０４には、ボーダアウト領
域１０５３０のアドレス情報が記録されている。また、ボーダイン領域１０６３００に含
まれる物理フォーマット領域１０６３０１には、ボーダアウト領域１０６２００のアドレ
ス情報が記録されている。
【００３３】
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　ステップＳ１１１０１（あるいはステップＳ１１１０３）で取得された物理フォーマッ
ト情報に含まれるネクストボーダマーカが記録済状態である場合には、より新しいボーダ
付き領域が存在するので、ステップＳ１１１０３以降が実行される。
【００３４】
　ステップＳ１１１０１において取得された物理フォーマット情報に含まれるボーダイン
領域のアドレス情報に従って、次のボーダイン領域に記録された情報の再生が行われる（
ステップＳ１１１０３）。物理フォーマット情報に含まれるボーダイン領域のアドレス情
報はステップＳ１１１０４においても取得され得る。そして、再生された情報から物理フ
ォーマット情報が取得される。
【００３５】
　一方、ステップＳ１１１０２で再生されたネクストボーダマーカが未記録状態である場
合には、現在のボーダ付き領域が最新であるので、ステップＳ１１１０４以降が実行され
る。
【００３６】
　最新のボーダ付き領域に到達した場合、取得された最新の物理フォーマット情報が参照
され、アクセスが可能な領域の終端の物理アドレスが取得される（ステップＳ１１１０４
）。
【００３７】
　図１６において、ボーダ付き領域＃２　１０７０１の終端がアクセス可能な領域の終端
である。
【００３８】
　そして、最後にファイル再生が次の手順で行われる。
【００３９】
　まず、ボリューム構造領域１０４１０に記録されている情報が再生される（ステップＳ
１１１０５）。再生された情報（ボリューム構造）には、ファイル集合記述子１０４２１
のアドレス情報や区画開始位置が含まれる。ＶＡＴ方式の場合、ボリューム構造内にＵＤ
Ｆ規格で定義された仮想区画マップが含まれるので、その情報に基づいて、ボリューム空
間内にＶＡＴ構造が記録されていることが認識される。
【００４０】
　そして、アクセスが可能な領域の終端に記録されたＶＡＴ　ＩＣＢ１０６１０２が再生
される。（ステップＳ１１１０６）。
【００４１】
　再生されたＶＡＴ　ＩＣＢＰ１０６１０２からＶＡＴの記録位置情報が取得され、ＶＡ
Ｔ１０６１０１が読み出される。
【００４２】
　目的のファイルやその管理情報が仮想アドレスを用いて管理されている場合、ステップ
Ｓ１１１０６で取得されたＶＡＴ１０６１０１を用いて目的のファイルやディレクトリの
ファイルエントリが登録されたＶＡＴエントリが参照される（ステップＳ１１１０７）。
【００４３】
　そして、仮想アドレスから論理アドレスへの変換処理を行い、ファイル構造／ファイル
領域１０４２０のファイル集合記述子１０４２１を起点として、ファイル構造／ファイル
領域１０６００のＦＥ（ＲＯＯＴ）１０６０４と、ＦＥ（ＲＯＯＴ）１０６０４に含まれ
たＲＯＯＴディレクトリと、ファイル構造／ファイル領域１０５００のＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ
）１０５０３と、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）１０５０３に含まれたディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）
と、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０２とが、順次読み出される。
【００４４】
　そして、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０２からデータファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５
０１の記録位置が取得され、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１が再生される。
【００４５】
　以上、ＶＡＴ方式によるＤＶＤ－Ｒディスクへの追記方法について述べたが、ＶＡＴ方
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式と異なる追記方式としてマルチボーダ方式も知られている。なお、ＣＤ－Ｒディスクの
場合における同様の方式はマルチセッション方式と呼ばれる。
【００４６】
　マルチボーダ方式においては、ボーダ付き領域を単位としてデータの追記が行われ、ボ
ーダ付き領域毎にボリューム構造およびファイル構造が記録される。
【００４７】
　マルチボーダ方式では、ＶＡＴのような仮想アドレスを用いたデータ更新の仕組みを使
わず、ファイル構造の更新が行われたら、ボリューム構造およびファイル構造を新たに生
成し直し、新たなボーダ付き領域に記録し直す。
【００４８】
　マルチボーダ方式の再生は、最新のボーダ付き領域を確定し、そこから最新のボリュー
ム構造を読み出す。
【００４９】
　後は、順次、ＵＤＦ規格で定められたデータ構造に従ってデータをたどることにより特
定のファイルを再生することが可能である。例えば、再生専用のＤＶＤ－ＲＯＭディスク
等と同様の再生手順でデータを読み出せる。
【００５０】
　また、マルチボーダ／マルチセッション方式の場合、イメージデータを用いた効率的な
データ記録が行われる。データのバックアップ等、あらかじめ記録したいすべてのファイ
ルが分かっている場合は、ハードディスクドライブ上に記録したいファイルデータと、そ
のボリューム構造およびファイル構造をすべて含んだ形式のデータファイルを作成する。
このファイルがイメージデータである。イメージデータの記録に際しては、１つのボーダ
付き領域（あるいはセッション）を割当て、その領域に連続的にイメージデータを記録し
ていく。記録が連続的に行われることと、ファイル構造が既に作成済みであることから、
記録時のオーバーヘッドが小さくなり、イメージデータの記録を高速に行うことが可能で
ある。
【特許文献１】米国特許第５６６６５３１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００５１】
　しかしながら、上記で説明したようなＶＡＴ方式は、ファイル構造の情報（ＦＥやディ
レクトリファイル）が情報記録媒体の複数の領域に分散されて記録されてしまい、ディレ
クトリ構造をたどって特定のファイルへアクセスしてデータ読み出しまでの処理時間が長
くなってしまうという課題がある（特許文献１参照）。
【００５２】
　例えば、図１７を用いて説明したように、データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）１０５０１
の再生のためには、ファイル構造／ファイル領域１０４２０と、ファイル構造／ファイル
領域１０５００と、ファイル構造／ファイル領域１０６００と、ＶＡＴ構造領域１０６１
００等の領域にアクセスし、データを読み出す必要がある。
【００５３】
　本発明は上記課題を解決するものであり、ＶＡＴ方式により効率の良いファイルの追記
を行った時にでも、高速にデータファイルへアクセスすることを可能とする情報記録媒体
、その情報記録媒体に情報を記録する情報記録方法、および情報記録装置、その情報記録
媒体に記録された情報を再生する情報再生方法および情報再生装置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】
【００５４】
　本発明の記録装置は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置であって、前記追記型
記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記記録装置は、ホスト
装置とドライブ装置とを備え、前記ホスト装置は、少なくとも１つの第１トラックと少な
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くとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう前記ドライブ装置に
指示する第１指示部と、ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前
記ドライブ装置に指示する第２指示部と、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少
なくとも１つの第２トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、
前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記
録するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部と、前記少なくとも１つの第１トラッ
クと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管
理情報領域に記録するよう前記ドライブ装置に指示する第５指示部とを備え、前記ドライ
ブ装置は、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを
前記ボリューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記
録し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録し、前記仮想配置テ
ーブル構造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情
報領域に記録するためのヘッド部と、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくと
も１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付け、前記ファイルを前記少なくと
も１つの第１トラックに記録し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラック
に記録し、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録し、前記トラック管理
情報を前記ディスク管理情報領域に記録するように、前記ヘッド部を制御する制御部とを
備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００５５】
　前記制御部は、前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置
に続く領域に、前記仮想配置テーブル構造を記録するように、前記ヘッド部を制御するこ
とがありえる。
【００５６】
　前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示し、前記制御部は、前記所定の情報
を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するように、前記ヘッド部を制御することが
ありえる。
【００５７】
　本発明のホスト装置は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト
装置であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み
、前記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え
、
　前記ホスト装置は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックと
を前記ボリューム空間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、ファ
イルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示する第
２指示部と、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラック
に記録するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、前記ファイル構造の記録位置
を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録するよう前記ドライブ装置
に指示する第４指示部と、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第
２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう前
記ドライブ装置に指示する第５指示部とを備え、これにより上記目的を達成することがで
きる。
【００５８】
　前記第３指示部は、前記ファイル構造のうち所定の情報を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置にさらに指示することがありえる。
【００５９】
　本発明の記録方法は、追記型記録媒体に情報を記録する記録方法であって、前記追記型
記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、少なくとも１つの第１ト
ラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう指示す
る第１指示ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２
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トラックとを前記ボリューム空間に割り付ける割り付けステップと、ファイルを前記少な
くとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイルを
前記少なくとも１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、前記ファイルを管理
するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するよう指示する第３指示
ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録
ステップと、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリュ
ーム空間に記録するよう指示する第４指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造を前記
ボリューム空間に記録する第３記録ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前
記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報
領域に記録するよう指示する第５指示ステップと前記トラック管理情報を前記ディスク管
理情報領域に記録する第４記録ステップとを包含し、これにより上記目的を達成すること
ができる。
【００６０】
　本発明の指示方法は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト装
置によって実行される指示方法であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域
とボリューム空間とを含み、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラ
ックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう指示する第１指示ステップと、ファイルを
前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステップと、前記フ
ァイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するよう指示
する第３指示ステップと、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
を前記ボリューム空間に記録するよう指示する第４指示ステップと、前記少なくとも１つ
の第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前
記ディスク管理情報領域に記録するよう指示する第５指示ステップとを包含し、これによ
り上記目的を達成することができる。
【００６１】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体に情報を記録する記録処理手順を記録装置によ
って実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域
とボリューム空間とを含み、前記記録処理手順は、少なくとも１つの第１トラックと少な
くとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付けるよう指示する第１指示ス
テップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを
前記ボリューム空間に割り付ける割り付けステップと、ファイルを前記少なくとも１つの
第１トラックに記録するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイルを前記少なくと
も１つの第１トラックに記録する第１記録ステップと、前記ファイルを管理するファイル
構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録するよう指示する第３指示ステップと、
前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックに記録する第２記録ステップと、
前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記
録するよう指示する第４指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空
間に記録する第３記録ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも
１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録す
るよう指示する第５指示ステップと前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に
記録する第４記録ステップとを包含し、これにより上記目的を達成することができる。
【００６２】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられたホスト
装置によって指示処理手順を実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体は
、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記指示処理手順は、少なくとも１
つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記ボリューム空間に割り付ける
よう指示する第１指示ステップと、ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録
するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少な
くとも１つの第２トラックに記録するよう指示する第３指示ステップと、前記ファイル構
造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録するよう指示
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する第４指示ステップと、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第
２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領域に記録するよう指
示する第５指示ステップとを包含し、これにより上記目的を達成することができる。
【００６３】
　本発明の集積回路は、追記型記録媒体に情報を記録する記録装置に備えられた集積回路
であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前
記記録装置は、前記情報を前記追記型記録媒体に記録するドライブ装置をさらに備え、前
記集積回路は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとを前記
ボリューム空間に割り付けるよう前記ドライブ装置に指示するための第１指示部と、ファ
イルを前記少なくとも１つの第１トラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示するた
めの第２指示部と、前記ファイルを管理するファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックに記録するよう前記ドライブ装置に指示するための第３指示部と、前記ファイル構
造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間に記録するよう前記
ドライブ装置に指示するための第４指示部と、前記少なくとも１つの第１トラックと前記
少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報を前記ディスク管理情報領
域に記録するよう前記ドライブ装置に指示するための第５指示部とを備え、これにより上
記目的を達成することができる。
【００６４】
　本発明の再生装置は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置であって、前記追記
型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間に
は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられて
おり、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、前記少なく
とも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録されており、
前記ボリューム空間には前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が
記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと
前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、前
記再生装置は、ホスト装置とドライブ装置とを備え、前記ホスト装置は、前記トラック管
理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置に指示する第１指
示部と、前記トラック管理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空
間から再生するよう前記ドライブ装置に指示する第２指示部と、前記ファイル構造を前記
少なくとも１つの第２トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部
と、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装
置に指示する第４指示部とを備え、前記ドライブ装置は、前記トラック管理情報を前記デ
ィスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再
生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生し、前記ファイル
を前記少なくとも１つの第１トラックから再生するためのヘッド部と、前記トラック管理
情報を前記ディスク管理情報領域から再生し、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリュー
ム空間から再生し、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生し、
前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するように、前記ヘッド部を
制御する制御部とを備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００６５】
　前記少なくとも１つの第１トラックのうち前記ファイルの最終記録位置に続く領域に、
前記仮想配置テーブル構造が記録されており、
　前記第２指示部は、前記ファイルの最終記録位置に続く領域から前記仮想配置テーブル
構造を再生するように、前記ドライブ装置に指示することがありえる。
【００６６】
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに
記録されており、
　前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
ように、前記ドライブ装置に指示することがありえる。
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【００６７】
　本発明のホスト装置は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホス
ト装置であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含
み、前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２ト
ラックとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記
録されており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイ
ル構造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理
する仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少な
くとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管
理情報が記録されており、前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生する
ドライブ装置をさらに備え、前記ホスト装置は、前記トラック管理情報を前記ディスク管
理情報領域から再生するよう前記ドライブ装置に指示する第１指示部と、前記トラック管
理情報に基づいて前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生するよう前記
ドライブ装置に指示する第２指示部と、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２ト
ラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示する第３指示部と、前記ファイルを前記
少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示する第４指示部
とを備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００６８】
　前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイル構造のうち所定の情報がさらに
記録されており、前記第３指示部は、前記所定の情報を前記少なくとも１つの第２トラッ
クから再生するよう前記ドライブ装置に指示することがありえる。
【００６９】
　本発明の再生方法は、追記型記録媒体から情報を再生する再生方法であって、前記追記
型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間に
は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられて
おり、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、前記少なく
とも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録されており、
前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造
が記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラック
と前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、
前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示ス
テップと、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステ
ップと、前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム
空間から再生するよう指示する第２指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造をボリュ
ーム空間から再生する第２再生ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第
２トラックから再生するよう指示する第３指示ステップと、前記ファイル構造を前記少な
くとも１つの第２トラックから再生する第３ステップと、前記ファイルを前記少なくとも
１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示ステップと、前記ファイルを前記
少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップとを包含し、これにより上
記目的を達成することができる。
【００７０】
　本発明の指示方法は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホスト
装置によって実行される指示方法であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領
域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラック
と少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１ト
ラックには、ファイルが記録されており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記
ファイルを管理するファイル構造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファ
イル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管
理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラッ
クとを管理するトラック管理情報が記録されており、前記トラック管理情報を前記ディス
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ク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示ステップと、前記トラック管理情報に
基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生するよう指示する第
２指示ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第２トラックから再生する
よう指示する第３指示ステップと、前記ファイルを前記少なくとも１つの第１トラックか
ら再生するよう指示する第４指示ステップとを包含し、これにより上記目的を達成するこ
とができる。
【００７１】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体から情報を再生する再生処理手順を再生装置に
よって実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領
域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラック
と少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１ト
ラックには、ファイルが記録されており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記
ファイルを管理するファイル構造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファ
イル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管
理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラッ
クとを管理するトラック管理情報が記録されており、前記再生処理手順は、前記トラック
管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する第１指示ステップと、前
記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生する第１再生ステップと、前記
トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生
するよう指示する第２指示ステップと、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間
から再生する再生する第２再生ステップと、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの第
２トラックから再生するよう指示する第３指示ステップと、前記ファイル構造を前記少な
くとも１つの第２トラックから再生する第３再生ステップと、前記ファイルを前記少なく
とも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示ステップと前記ファイルを前
記少なくとも１つの第１トラックから再生する第４再生ステップとを包含し、これにより
上記目的を達成することができる。
【００７２】
　本発明のプログラムは、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられたホス
ト装置によって指示処理手順を実行するためのプログラムであって、前記追記型記録媒体
は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記ボリューム空間には、少なく
とも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが割り付けられており、前記
少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録されており、前記少なくとも１つの
第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構造が記録されており、前記ボリュ
ーム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録され
ており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少な
くとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されており、前記指示処
理手順は、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報領域から再生するよう指示する
第１指示ステップと、前記トラック管理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前
記ボリューム空間から再生するよう指示する第２指示ステップと、前記ファイル構造を前
記少なくとも１つの第２トラックから再生するよう指示する第３指示ステップと、前記フ
ァイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう指示する第４指示ステップ
とを包含し、これにより上記目的を達成することができる。
【００７３】
　本発明の集積回路は、追記型記録媒体から情報を再生する再生装置に備えられた集積回
路であって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、
前記ボリューム空間には、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラッ
クとが割り付けられており、前記少なくとも１つの第１トラックには、ファイルが記録さ
れており、前記少なくとも１つの第２トラックには、前記ファイルを管理するファイル構
造が記録されており、前記ボリューム空間には、前記ファイル構造の記録位置を管理する
仮想配置テーブル構造が記録されており、前記ディスク管理情報領域には、前記少なくと
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も１つの第１トラックと前記少なくとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情
報が記録されており、前記再生装置は、前記追記型記録媒体から前記情報を再生するドラ
イブ装置をさらに備え、前記集積回路は、前記トラック管理情報を前記ディスク管理情報
領域から再生するよう前記ドライブ装置に指示するための第１指示部と、前記トラック管
理情報に基づいて、前記仮想配置テーブル構造を前記ボリューム空間から再生するよう前
記ドライブ装置に指示するための第２指示と、前記ファイル構造を前記少なくとも１つの
第２トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示するための第３指示部と、前記フ
ァイルを前記少なくとも１つの第１トラックから再生するよう前記ドライブ装置に指示す
るための第４指示部とを備え、これにより上記目的を達成することができる。
【００７４】
　本発明の追記型記録媒体は、情報が記録されるように構成されている追記型記録媒体で
あって、前記追記型記録媒体は、ディスク管理情報領域とボリューム空間とを含み、前記
ボリューム空間は、少なくとも１つの第１トラックと少なくとも１つの第２トラックとが
割り付けられるように構成されており、前記少なくとも１つの第１トラックは、ファイル
が記録されるように構成されており、前記少なくとも１つの第２トラックは、前記ファイ
ルを管理するファイル構造が記録されるように構成されており、前記ボリューム空間は、
前記ファイル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造が記録されるように構成さ
れており、前記ディスク管理情報領域は、前記少なくとも１つの第１トラックと前記少な
くとも１つの第２トラックとを管理するトラック管理情報が記録されるように構成されて
おり、これにより上記目的を達成することができる。
【発明の効果】
【００７５】
　本発明によれば、ボリューム空間にトラックを割り付け、特定のトラックに対してのみ
ファイル構造を記録する。したがって、アクセス頻度を低減させることが可能となり、フ
ァイル構造への高速なアクセスが実現される。
【００７６】
　また、本発明によれば、ファイル構造の複製を記録することによって、情報記録媒体の
信頼性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００７８】
　１．実施の形態１
　１－１．追記型記録媒体
　図１は、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００を示す。
【００７９】
　図１Ａは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００の外観を示す。追記型記録媒
体１００には、追記型記録媒体１００の最内周にリードイン領域１０１が、追記型記録媒
体１００の最外周にリードアウト領域１０３が、リードイン領域１０１とリードアウト領
域１０３との間にデータ領域１０２が割り付けられている。リードイン領域１０１とデー
タ領域１０２とリードアウト領域１０３とは、同心円状である。
【００８０】
　リードイン領域１０１には、例えば、光ピックアップが追記型記録媒体１００にアクセ
スする時に必要な基準情報と、追記型記録媒体１００と他の追記型記録媒体との識別情報
とが記録されている。リードアウト領域１０３にも、リードイン領域１０１と同様の情報
が記録されている。
【００８１】
　データ領域１０２は、最小のアクセス単位であるセクタに分割されている。複数のセク
タからなるＥＣＣブロック（または、ＥＣＣクラスタ）を最小の単位としてデータが記録
または再生される。
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【００８２】
　図１Ｂは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００に記録されているデータのデ
ータ構造の一例を示す。図１Ｂでは、リードイン領域１０１とデータ領域１０２とリード
アウト領域１０３とが横方向に表されている。
【００８３】
　リードイン領域１０１は、第１ディスク管理情報領域１０４を含む。リードアウト領域
１０３は、第２ディスク管理情報領域１０５を含む。第１ディスク管理情報領域１０４お
よび第２ディスク管理情報領域１０５のそれぞれには、ディスク管理情報（例えば、交替
情報、セッション管理情報、トラック管理情報、空き領域管理情報）が記録される。交替
情報は、例えば、交替元（欠陥セクタ（または欠陥ＥＣＣブロック））の位置を示す交替
元位置情報と、交替先の位置を示す交替先位置情報とを含む。トラック管理情報の詳細は
、後述される。
【００８４】
　データ領域１０２は、内周交替領域１０６と外周交替領域１０７とユーザ領域１０８と
を含む。ユーザ領域１０８に欠陥領域が存在する場合には、内周交替領域１０６と外周交
替領域１０７とのうちの少なくとも一部が欠陥領域の代わりに使用される。例えば、ユー
ザ領域１０８に欠陥セクタが存在する場合には、内周交替領域１０６と外周交替領域１０
７とのうちの少なくとも一部が代替セクタとして使用される。内周交替領域１０６と外周
交替領域１０７とのうちの少なくとも一部には、ユーザ領域１０８に記録された情報に関
連する情報が記録される。
【００８５】
　なお、内周交替領域１０６および外周交替領域１０７のうちの少なくとも一方には、追
加のディスク管理情報領域が設けられることがあり得る。追加のディスク管理情報領域に
は、ディスク管理情報が記録される。
【００８６】
　図１Ｃは、ユーザ領域１０８の詳細を示す。ユーザ領域１０８には、少なくとも１つの
セッション（例えば、セッション＃１およびセッション＃２）が割り付けられている。少
なくとも１つのセッションは、セッション管理情報を参照することによって、管理される
。少なくとも１つのセッションのそれぞれには、少なくとも１つのトラックが割り付けら
れている。例えば、セッション＃１には、トラック＃１とトラック＃２とが、セッション
＃２には、トラック＃３とトラック＃４とが割り付けられている。少なくとも１つのトラ
ックのそれぞれの開始位置および最終記録域は、トラック管理情報を参照することによっ
て、管理される。
【００８７】
　ユーザ領域１０８に記録されるユーザデータの管理はファイルシステムを参照すること
によって行われる。ファイルシステムを参照することによって管理する空間をボリューム
空間１０９と呼ぶ。
【００８８】
　なお、以下の説明においては、ファイルシステムを構成するボリューム／ファイル構造
は、例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ１３３４６規格あるいはＵＤＦ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉ
ｓｋ　Ｆｏｒｍａｔ）規格に規定されている。
【００８９】
　図２は、ディスク管理情報領域（図１Ｂ参照）に記録される情報のデータ構造を示す。
ディスク管理情報領域には、ディスク管理情報が記録される。ディスク管理情報は、交替
情報、セッション管理情報２００、トラック管理情報２１０および空き領域管理情報２２
０を含む。
【００９０】
　図２Ａは、セッション管理情報２００のデータ構造を示す。セッション管理情報２００
は、ヘッダ情報２０１と複数のトラック管理情報（トラック管理情報＃１、＃２、＃３、
＃４）とを含む。ヘッダ情報２０１は、セッション管理情報２００の識別子、複数のトラ
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ック管理情報２１０の数を示す情報２０２を含む。ヘッダ情報２０１は、例えば、記録可
能トラックのトラック番号（記録可能トラック番号２０３、２０４）を示す情報を含む。
何らかの理由（例えば、未記録領域が存在しない、ユーザの指示、等）により、記録可能
でなくなったトラック、すなわち記録不可能トラックのトラック番号を示す情報は、ヘッ
ダ情報２０１には含まれない。
【００９１】
　複数のトラック管理情報（トラック管理情報＃１、＃２、＃３、＃４）は複数のトラッ
ク（トラック＃１、＃２、＃３、＃４）（図１Ｃ参照）に対応する。
【００９２】
　図２Ｂは、複数のトラック管理情報２１０のうちの１つのデータ構造を示す。トラック
管理情報２１０は、対応するトラックがセッションの先頭トラックであるかどうかを示す
セッション開始情報２１１、トラックの開始位置を示すトラック開始位置情報２１２、ト
ラック内で最後にデータが記録された位置を示す最終データ記録位置情報２１３を含む。
【００９３】
　トラック管理情報２１０が管理するトラックがセッションの先頭に位置する場合は、セ
ッション開始情報２１１はそのことを示す値（例えば「１」）に設定される。トラック管
理情報２１０が管理するトラックがセッションの先頭に位置しない場合は、セッション開
始情報２１１は異なる値（例えば「０」）に設定される。
【００９４】
　トラック開始位置情報２１２は、例えば、対応するトラックの開始位置を示す物理アド
レスである。
【００９５】
　最終データ記録位置情報２１３は、例えば、対応するトラックで最後にデータが記録さ
れた位置を示す最終物理アドレスである。記録可能トラック番号と最終データ記録位置情
報２１３の情報を調べることにより、追記型記録媒体１００の空き領域を知ることが出来
る。
【００９６】
　本実施の形態においては、トラック毎にデータの記録が可能である。データの記録は、
複数のトラックのそれぞれの先頭から行われ、トラック内においては連続的にデータが配
置される。データの記録が行われると、最後に記録された位置が最終データ記録位置情報
２１３に反映される。
【００９７】
　そして、次に記録を再開する場合は、最新の最終データ記録位置情報２１３の値を調べ
ることにより、次の記録開始位置を知ることができる。一般には次の記録開始位置は、最
終データ記録位置情報２１３で示される物理セクタの次の物理セクタである。あるいは、
追記型記録媒体１００に、ＥＣＣブロックを最小単位としてデータが記録される場合は、
最終データ記録位置情報２１３で示される物理セクタを含むＥＣＣブロックの次のＥＣＣ
ブロックが次の記録開始位置である。
【００９８】
　図３は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す。図３において、図１を参照
して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、その説明を省略する。
【００９９】
　ボリューム空間１０９には、トラック＃１　４０１とトラック＃２　４０２とが割り付
けられている。
【０１００】
　トラック＃１　４０１は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１０と、
ファイル構造が記録される第１ファイル構造領域４２０と、ＶＡＴ構造が記録される第１
ＶＡＴ構造領域４３０と、未記録領域４５０とを含む。フォーマット処理手順が実行され
ることによって、ボリューム構造領域４１０にはボリューム構造が記録され、第１ファイ
ル構造領域４２０にはファイル構造（例えば、ファイル集合記述子４２１、ＦＥ（ＲＯＯ
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Ｔ）４２２）が記録され、第１ＶＡＴ構造領域４３０にはＶＡＴ構造（例えば、ＶＡＴ４
３１、ＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）が記録される。なお、フォーマット処理手順の詳細は、後
述される。
【０１０１】
　ＶＡＴ構造（仮想配置テーブル構造）は、ＶＡＴ（仮想配置テーブル）とＶＡＴ　ＩＣ
Ｂとを含む。ＶＡＴ構造は、ファイル構造の記録位置を管理する。ＶＡＴは、追記形記録
媒体におけるファイル構造の更新処理を簡素化することを目的としてＵＤＦ規格で規定さ
れている。ＶＡＴは、記録位置である論理アドレス空間上の論理アドレスと、仮想アドレ
スとの対応関係を保持する。ＶＡＴを用いる場合、ＦＥのようなファイル構造データのボ
リューム空間上での記録位置が、仮想アドレス空間上の仮想アドレスを用いて指定される
。ＶＡＴの記録位置は、データが記録された領域の終端セクタに割り付けられるＶＡＴ　
ＩＣＢにより指定される。
【０１０２】
　ＶＡＴ構造により、ＤＶＤ－Ｒディスクのような書換えができない記録媒体を対象とし
ても、仮想的にデータの書換えが実現される。
【０１０３】
　第１ＶＡＴ構造領域４３０と未記録領域４５０との境界位置は、最終データ記録位置４
４０であり、最終データ記録位置４４０を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
ク管理情報領域１０４に記録されている。
【０１０４】
　トラック＃２　４０２は、未記録領域４６０を含む。データファイルの記録処理手順が
実行されることによって、未記録領域４６０には、データファイルが記録され、未記録領
域４５０には、記録されたデータファイルを管理するファイル構造が記録される。なお、
データファイルの記録処理手順の詳細は、後述される。
【０１０５】
　未記録領域４５０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置４４１であ
り、最終データ記録位置４４１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
報領域１０４に記録されている。
【０１０６】
　図４は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図４において、図１お
よび図３を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、その説明を
省略する。さらに、図４において、図１および図３を参照して説明された情報、データと
同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省略する。なお、図４を参照
して説明するデータ構造を有する追記型記録媒体１００は、図３を参照して説明したデー
タ構造を有する追記型記録媒体１００に対してファイル（具体的には、第１データファイ
ル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０）の記録処理手順を実行することによって作成される。
【０１０７】
　トラック＃１　４０１は、ファイル構造が記録される第２ファイル構造領域５００をさ
らに含む。第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録処理手順が実行されること
によって、第２ファイル構造領域５００にはファイル構造（例えば、第１データファイル
（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－
Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が記録される。
【０１０８】
　第２ファイル構造領域５００と未記録領域４５０との境界位置は、最終データ記録位置
５３０であり、最終データ記録位置５３０を示す情報がトラック管理情報として第１ディ
スク管理情報領域１０４に記録される。
【０１０９】
　トラック＃２　４０２は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０と第２ＶＡＴ構
造領域５２０とをさらに含む。第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録処理手
順が実行されることによって、未記録領域４６０には、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－
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ａ）５１０が記録され、第２ファイル構造領域５００には、第１データファイル（Ｆｉｌ
ｅ－ａ）５１０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－
Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が記録され、さらに、第２ＶＡＴ構造領域５２０
には、ＶＡＴ５２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ５２２が記録される。
【０１１０】
　第２ＶＡＴ構造領域５２０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置５
３１であり、最終データ記録位置５３１を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
ク管理情報領域１０４に記録される。
【０１１１】
　図５は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図５において、図１、
図３および図４を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、その
説明を省略する。さらに、図５において、図１、図３および図４を参照して説明された情
報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省略する。なお
、図５を参照して説明するデータ構造を有する追記型記録媒体１００は、図４を参照して
説明したデータ構造を有する追記型記録媒体１００に対してファイルの記録処理手順を実
行し、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ
）６１０に書き換えることによって作成される。
【０１１２】
　トラック＃１　４０１は、ファイル構造が記録される第３ファイル構造領域６００をさ
らに含む。第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０の記録処理手順が実行されること
によって、第３ファイル構造領域６００にはファイル構造（例えば、第２データファイル
（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）６０１）が記録される。
【０１１３】
　第３ファイル構造領域６００と未記録領域４５０との境界位置は、最終データ記録位置
６３０であり、最終データ記録位置６３０を示す情報がトラック管理情報として第１ディ
スク管理情報領域１０４に記録される。
【０１１４】
　トラック＃２　４０２は、第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０と第３ＶＡＴ構
造領域６２０とをさらに含む。第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０の記録処理手
順が実行されることによって、未記録領域４６０には、第２データファイル（Ｆｉｌｅ－
ａ）６１０が記録され、第３ファイル構造領域６００には、第２データファイル（Ｆｉｌ
ｅ－ａ）６１０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）６０１）が記録され、さ
らに、第３ＶＡＴ構造領域６２０には、ＶＡＴ６２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ６２２が記録
される。
【０１１５】
　第３ＶＡＴ構造領域６２０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置６
３１であり、最終データ記録位置６３１を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
ク管理情報領域１０４に記録される。
【０１１６】
　以上、図５を参照して説明したように、追記型記録媒体１００に対してファイルの記録
処理手順を実行することによって、追記型記録媒体１００にファイルを追記することがで
きる。なお、ファイルの記録処理手順によってファイルを追記していくと、トラック＃１
　４０１にファイル構造を記録できなくなる。未記録領域４５０が無くなるからである。
未記録領域４５０が無くなった場合には、未記録領域４６０に新たなトラックを割り付け
ることによって、ファイルおよびファイル構造を記録することが可能になる。
【０１１７】
　図６は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図６において、図１、
図３、図４および図５を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し
、その説明を省略する。さらに、図６において、図１、図３、図４および図５を参照して
説明された情報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省



(61) JP WO2005/091287 A1 2005.9.29

略する。なお、図６を参照して説明するデータ構造を有する追記型記録媒体１００は、図
５を参照して説明したデータ構造を有する追記型記録媒体１００の未記録領域４６０に対
してトラック＃３　８１０およびトラック＃４　８１１を割り付け、さらに第３データフ
ァイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０の記録処理手順を実行することによって作成される。
【０１１８】
　ボリューム空間１０９は、トラック＃１　４０１と、トラック＃２　４０２と、トラッ
ク＃３　８１０と、トラック＃４　８１１とを含む。
【０１１９】
　トラック＃１　４０１には、未記録領域が含まれていない。トラック＃１　４０１の全
ての領域にファイル構造領域およびＶＡＴ構造領域が割り付けられているからである。ト
ラック＃１　４０１とトラック＃２　４０２との境界位置は、最終データ記録位置８００
であり、最終データ記録位置８００を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管
理情報領域１０４に記録される。
【０１２０】
　トラック＃２　４０２には、未記録領域が含まれていない。トラック＃２　４０２は、
トラック＃３　８１０の割り付けに伴って閉じているからである。トラック＃２　４０２
とトラック＃３　８１０との境界位置は、最終データ記録位置８０１であり、最終データ
記録位置８０１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情報領域１０４に
記録される。
【０１２１】
　トラック＃３　８１０は、ファイル構造が記録される第４ファイル構造領域８３０およ
び未記録領域８６１を含む。第３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０の記録処理手順
が実行されることによって、第４ファイル構造領域８３０にはファイル構造（例えば、第
３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ｂ）８３１
、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ｂ）８３２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）８３３）が記録される。
【０１２２】
　第４ファイル構造領域８３０と未記録領域８６１との境界位置は、最終データ記録位置
８５０であり、最終データ記録位置８５０を示す情報がトラック管理情報として第１ディ
スク管理情報領域１０４に記録される。
【０１２３】
　トラック＃４　８１１は、第３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０と第４ＶＡＴ構
造領域８４０と未記録領域４６０をさらに含む。第３データファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８
２０の記録処理手順が実行されることによって、トラック＃４　８１１には、第３データ
ファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０が記録され、第４ファイル構造領域８３０には、第３デ
ータファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）８２０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ｂ）８
３１）が記録され、さらに、第４ＶＡＴ構造領域８４０には、ＶＡＴ８４１およびＶＡＴ
　ＩＣＢ８４２が記録される。
【０１２４】
　第４ＶＡＴ構造領域８４０と未記録領域４６０との境界位置は、最終データ記録位置８
５１であり、最終データ記録位置８５１を示す情報がトラック管理情報として第１ディス
ク管理情報領域１０４に記録される。
【０１２５】
　なお、図６に示されるデータ構造を有する情報記録媒体１００に対して、クローズ処理
手順を実行することがあり得る。さらに、図６に示すデータ構造が記録された情報記録媒
体１００に対する更なるファイルの追加記録を禁止する場合には、未記録領域４６０にリ
ードアウト領域を割り付けることがあり得る。
【０１２６】
　１－２．記録再生装置
　図７は、本発明の実施の形態の記録再生装置３００を示す。記録再生システム３００は
、ホスト装置３０５と、ドライブ装置３１０とを備える。ホスト装置３０５は、例えば、
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コンピュータシステムあるいはパーソナルコンピュータであり得る。情報記録再生システ
ム３００は、記録装置、再生装置および記録再生装置のうちの１つとして機能する。
【０１２７】
　ホスト装置３０５は、システム制御部３０１と、第１メモリ回路３０２と、磁気ディス
ク装置３０４と、Ｉ／Ｏバス３０３とを備える。ドライブ装置３１０を介してホスト装置
３０５と追記型記録媒体１００との間でデータが転送される。
【０１２８】
　システム制御部３０１は、第１メモリ回路３０２と磁気ディスク装置３０４とを制御す
る。システム制御部３０１は、例えば、第１メモリ回路３０２が磁気ディスク装置３０４
とドライブ装置３１０との両方にデータを転送するように、第１メモリ回路３０２を制御
する。
【０１２９】
　システム制御部３０１は、演算用メモリを含むマイクロプロセッサを含み、システムの
制御プログラムを実行する。システム制御部３０１は、例えば、ファイルシステムのボリ
ューム構造／ファイル構造の記録・再生、ＶＡＴ構造の記録・再生、ファイルの記録・再
生およびリードイン／リードアウト領域に対するデータの記録・再生を行う。
【０１３０】
　例えば、システム制御部３０１は、複数のトラックをボリューム空間１０９に割り付け
るようドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、ファイルを複
数のトラックのうちの１つに記録するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、シス
テム制御部３０１は、ファイルを管理するファイル構造を複数のトラックのうちの１つに
記録するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、ファイ
ル構造の記録位置を管理する仮想配置テーブル構造をボリューム空間１０９に記録するよ
うドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、複数のトラックを
管理するトラック管理情報を第１ディスク管理情報領域１０４に記録するようドライブ装
置３１０に指示する。
【０１３１】
　さらに、例えば、システム制御部３０１は、複数のトラックを管理するトラック管理情
報をディスク管理情報領域から再生するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、シ
ステム制御部３０１は、トラック管理情報に基づいて仮想配置テーブル構造をボリューム
空間１０９から再生するようドライブ装置３１０に指示する。さらに、システム制御部３
０１は、ファイル構造を複数のトラックのうちの一つから再生するようドライブ装置３１
０に指示する。さらに、システム制御部３０１は、ファイルを複数のトラックのうちの一
つから再生するようドライブ装置３１０に指示する。
【０１３２】
　第１メモリ回路３０２は、ボリューム構造、ファイル構造、ＶＡＴ構造およびファイル
の演算や一時保存に使用される。
【０１３３】
　ドライブ装置３１０は、ドライブ制御部３１１と、第２メモリ回路３１２と、内部バス
３１３と、記録再生部３１４とを備える。記録再生部３１４は、例えば、ヘッド部であり
得る。ドライブ装置３１０は、追記型記録媒体１００を搭載可能に構成されている。ドラ
イブ装置３１０は、追記型記録媒体１００との間でデータを転送する。
【０１３４】
　ドライブ制御部３１１は、演算用メモリを含むマイクロプロセッサを含み、ドライブの
制御プログラムを実行する。ドライブ制御部３１１は、ディスク管理情報領域や交替領域
に対するデータの記録・再生、疑似上書き記録・再生の処理の制御や演算を行う。ドライ
ブ制御部３１１は、第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４とを制御する。ドライブ制
御部３１１は、例えば、第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４とが追記型記録媒体１
００に情報を記録するように、さらに、第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４とが追
記型記録媒体１００から情報を再生するように第２メモリ回路３１２と記録再生部３１４
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とを制御する。
【０１３５】
　なお、システム制御部３０１およびドライブ制御部３１１は、ＬＳＩ等の集積回路によ
って実現されてもよいし、汎用プロセッサとメモリ（例えばＲＯＭ）とによって実現され
てもよい。メモリ（例えばＲＯＭ）にはコンピュータ（例えば汎用プロセッサ）が実行可
能なプログラムが格納されている。このプログラムは本発明のフォーマット処理手順、フ
ァイルの記録処理手順、クローズ処理手順および再生処理手順を示し、コンピュータ（例
えば汎用プロセッサ）はこのプログラムに従って、これらの処理手順を実行する。
【０１３６】
　１－３．記録処理手順
　１－３－１．フォーマット処理手順
　図８は、本発明の実施の形態のフォーマット処理手順を示す。図７を参照して説明され
た記録再生装置３００がフォーマット処理手順を実行することによって、記録再生装置３
００は、図３に示されたデータ構造を有する追記型記録媒体１００を作成できる。
【０１３７】
　以下、図３と図７と図８とを参照して、本発明の実施の形態のフォーマット処理手順を
ステップごとに説明する。
【０１３８】
　ステップＳ１０１：ホスト装置３０５のシステム制御部３０１は、ユーザ領域１０８へ
のトラックの割り付けをドライブ装置３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、トラッ
クをユーザ領域１０８に割り付ける。
【０１３９】
　具体的には、システム制御部３０１は、トラック＃１　４０１とトラック＃２　４０２
との割り付けを指示する。ドライブ装置３１０は、トラック＃１　４０１とトラック＃２
　４０２とをユーザ領域１０８に割り付けるように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１４０】
　ステップＳ１０２：システム制御部３０１は、ボリューム構造を第１メモリ回路３０２
に作成し、作成されたボリューム構造をボリューム構造領域４１０に記録するようドライ
ブ装置３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送された
ボリューム構造をボリューム構造領域４１０に記録する。
【０１４１】
　ボリューム構造は、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１３３４６規格およびＵＤＦ規格のＶＡＴ方式に
準拠する。ボリューム構造は、例えば、ボリューム空間１０９の管理情報を保持するため
の記述子を含む。
【０１４２】
　ステップＳ１０３：システム制御部３０１は、ファイル構造を第１メモリ回路３０２に
作成し、作成されたファイル構造をファイル構造領域４２０に記録するようドライブ装置
３１０に指示する。ファイル構造は、ファイル集合記述子４２１と、ＲＯＯＴディレクト
リと、ルートディレクトリを管理するＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２とを含む。
【０１４３】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたファイル構造をファイル
構造領域４２０に記録する。
【０１４４】
　ステップＳ１０４：システム制御部３０１は、ＶＡＴ構造を第１メモリ回路３０２に作
成し、作成されたＶＡＴ構造を第１ＶＡＴ構造領域４３０に記録するようドライブ装置３
１０に指示する。ＶＡＴ構造は、ＶＡＴ４３１とＶＡＴ　ＩＣＢ４３２とを含む。
【０１４５】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたＶＡＴ構造を第１ＶＡＴ
構造領域４３０に記録する。
【０１４６】
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　ＶＡＴ構造が第１ＶＡＴ構造領域４３０に記録された後、処理は終了する。
【０１４７】
　なお、ファイル構造が記録されるトラック（例えば、トラック＃１　４０１）の先頭位
置はＥＣＣブロックに一致しており、かつ、ファイル構造が記録されるトラックの長さは
、ＥＣＣブロックの整数倍の長さであることが望ましい。データの記録単位と論理的な構
造が一意しており、効率的なデータアクセスが可能となるからである。
【０１４８】
　１－３－２．ファイルの記録処理手順
　図９は、本発明の実施の形態のファイルの記録処理手順を示す。図７を参照して説明さ
れた記録再生装置３００がファイルの記録処理手順を実行することによって、図３に示さ
れるデータ構造を有する追記型記録媒体１００にファイルが記録され、図４に示されるデ
ータ構造を有する追記型記録媒体１００が作成される。
【０１４９】
　以下、図３、図４、図７および図９を参照して、本発明の実施の形態のファイルの記録
処理手順をステップごとに説明する。
【０１５０】
　ステップＳ２０１：ホスト装置３０５のシステム制御部３０１は、記録データを準備す
る。
【０１５１】
　具体的には、システム制御部３０１は、磁気ディスク装置３０４に格納されている第１
データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を磁気ディスク装置３０４から読み出し、第１メ
モリ回路３０２に転送する。さらに、システム制御部３０１は、ディレクトリファイル（
Ｄｉｒ－Ａ）、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１およびＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２を第１メモ
リ回路３０２に生成する。さらに、システム制御部３０１は、ディレクトリファイル（Ｄ
ｉｒ－Ａ）の追加に従ってＲＯＯＴディレクトリの内容が更新されるため、更新されたＦ
Ｅ（ＲＯＯＴ）５０３を第１メモリ回路３０２にさらに生成する。
【０１５２】
　ステップＳ２０２：システム制御部３０１は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５
１０をトラック＃２　４０２に記録するようドライブ装置３１０に指示する。
【０１５３】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送された第１データファイル（Ｆ
ｉｌｅ－ａ）５１０をトラック＃２　４０２に記録するように、ヘッド部３１４を制御す
る。
【０１５４】
　ステップＳ２０３：システム制御部３０１は、ファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５
０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）をトラック＃２　４０２に
記録するようドライブ装置３１０に指示する。
【０１５５】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたファイル構造をトラック
＃２　４０２に記録するように、ヘッド部３１４を制御する。。
【０１５６】
　ステップＳ２０４：システム制御部３０１は、ＶＡＴ構造を第１メモリ回路３０２に作
成し、作成されたＶＡＴ構造を第２ＶＡＴ構造領域５２０に記録するようドライブ装置３
１０に指示する。ＶＡＴ構造は、ＶＡＴ５２１とＶＡＴ　ＩＣＢ５２２とを含む。
【０１５７】
　ドライブ装置３１０は、第１メモリ回路３０２から転送されたＶＡＴ構造を第１データ
ファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置の直後に記録するように、ヘッド部３１４を
制御する。ＶＡＴ　ＩＣＢは情報記録媒体１００の最後尾の記録位置に配置されるという
（ＵＤＦ規格の）規定に従って、ＶＡＴ　ＩＣＢ５２２は記録される。
【０１５８】
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　ステップＳ２０５：ドライブ装置３１０は、トラック管理情報を第１ディスク管理情報
領域１０４に記録するように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１５９】
　なお、システム制御部３０１が最終データ記録位置５３１を示す情報がトラック管理情
報として第１ディスク管理情報領域１０４に記録するようドライブ装置３１０に指示する
場合もありうる。
【０１６０】
　トラック管理情報が記録された後、処理は終了する。
【０１６１】
　以上、図３、図４、図７および図９を参照して、本発明の実施の形態のファイルの記録
処理手順をステップごとに説明した。
【０１６２】
　なお、記録再生装置３００がファイルの記録処理手順を実行することによって、図４に
示されるデータ構造を有する追記型記録媒体１００に第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ
）が記録され、図５に示されるデータ構造を有する追記型記録媒体１００が作成される。
【０１６３】
　１－４．再生処理手順
　図１０は、本発明の実施の形態１の再生処理手順を示す。再生処理手順は、記録再生装
置３００によって実現される。
【０１６４】
　以下、図２、図４、図７および１０を参照して、本発明の実施の形態１の再生処理手順
をステップごとに説明する。
【０１６５】
　以下に説明されるステップを実行することによって、記録再生装置３００は、図４を参
照して説明されたデータ構造を有する追記型記録媒体１００から第１データファイル（Ｆ
ｉｌｅ－ａ）５１０を再生する。
【０１６６】
　ステップＳ２１１：ホスト装置３０５のシステム制御部３０１は、最終データ記録位置
５３１を示す情報を得るため、第１ディスク管理情報領域１０４に記録されているトラッ
ク管理情報を再生するよう、ドライブ装置３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、ト
ラック管理情報を再生するように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１６７】
　ステップＳ２１２：システム制御部３０１は、再生されたトラック管理情報から得た最
終データ記録位置５３１の情報に基づいて、ＶＡＴ　ＩＣＢ５２２の再生をドライブ装置
３１０に指示する。ドライブ装置３１０は、ＶＡＴ　ＩＣＢ５２２を再生するように、ヘ
ッド部３１４を制御する。さらに、ドライブ装置３１０は、再生されたＶＡＴ　ＩＣＢ５
２２に基づいてＶＡＴ５２１の記録位置情報を再生するように、ヘッド部３１４を制御す
る。
【０１６８】
　ステップＳ２１３：システム制御部３０１は、ＶＡＴ５２１を参照して、
第２ファイル構造５００および第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を再生するよ
うにドライブ装置３１０に指示する。
【０１６９】
　ドライブ装置３１０は、第２ファイル構造５００および第１データファイル（Ｆｉｌｅ
－ａ）５１０を再生するように、ヘッド部３１４を制御する。
【０１７０】
　具体的には、目的のファイルやその管理情報が仮想アドレスを用いて管理されている場
合、ＶＡＴ５２１を参照して、仮想アドレスから論理アドレスへの変換処理を行い、ファ
イル集合記述子４２１を起点として、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３と、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０
３に含まれたＲＯＯＴディレクトリと、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２と、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ
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）５０２に含まれたディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）と、ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１とが、
順次読み出される。
【０１７１】
　ステップＳ２１４：システム制御部３０１は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５
１０を再生するようにドライブ装置３１０に指示する。ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１から
第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置が取得される。ドライブ装置３１
０は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０を再生するように、ヘッド部３１４を
制御する。
【０１７２】
　第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０が再生された後、処理は終了する。
【０１７３】
　なお、ファイル構造が記録されているトラックの位置が分かっているので、連続的にデ
ータを読み出し、第１メモリ回路３０２に格納してからデータ構造を解析することがあり
得る。その結果、高速で効率的なデータアクセスが可能となる。
【０１７４】
　再生処理手順をより簡易に実行するため、対応するトラックに記録されているデータの
種別を示す情報をトラック管理情報２１０に付加することがあり得る。例えば、システム
制御部３０１の指示により、ファイル構造を記録するためのトラックであるかどうかを示
す識別子やフラグが記録され得る。その結果、ドライブ装置３１０よる効率的なデータア
クセスが可能となる。
【０１７５】
　２．実施の形態２
　図１１は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す。図１１において、図１、
図３、図４、図５および図６を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号
を付し、その説明を省略する。さらに、図１１において、図１、図３、図４、図５および
図６を参照して説明された情報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し
、その説明を省略する。
【０１７６】
　本発明の実施の形態２によれば、追記型記録媒体１００に対して、ファイル構造（ＦＥ
およびディレクトリファイル（ＵＤＦ規格で規定されているＦＩＤを含むデータ））毎に
トラックが割り付けられる。
【０１７７】
　ボリューム空間１０９には、トラック＃１　１００１とトラック＃２　１００２とトラ
ック＃３　１００３とが割り付けられている。
【０１７８】
　トラック＃１　１００１は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１０と
、ファイル構造が記録される第１ファイル構造領域４２０と、ＶＡＴ構造が記録される第
１ＶＡＴ構造領域４３０と、ファイル構造（ＦＥ）が記録されるファイル構造領域７００
と、未記録領域とを含む。ファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および
第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイル
の記録処理手順」参照）が実行されることによって、ボリューム構造領域４１０にはボリ
ューム構造が記録され、第１ファイル構造領域４２０にはファイル構造（ファイル集合記
述子４２１およびＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２）が記録され、第１ＶＡＴ構造領域４３０には
ＶＡＴ構造（ＶＡＴ４３１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）が記録され、ファイル構造領域
７００にはファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、Ｆ
Ｅ（Ｆｉｌｅ－ｂ）８３１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ｂ）８３２）が記録される。
【０１７９】
　ファイル構造領域７００と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９００であ
り、最終データ記録位置９００を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
報領域１０４に記録されている。
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【０１８０】
　トラック＃２　１００２は、ファイル構造（ディレクトリ）が記録されるファイル構造
領域７１０と、未記録領域とを含む。ファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５
１０および第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２
．ファイルの記録処理手順」参照）が実行されることによって、ファイル構造領域７１０
にはファイル構造（ディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ）１２００およびディレクトリ（Ｄｉｒ－
Ｂ）１２０１）が記録される。
【０１８１】
　ファイル構造領域７１０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９０１であ
り、最終データ記録位置９０１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
報領域１０４に記録される。
【０１８２】
　トラック＃３　１００３は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０と第２ＶＡＴ
構造領域５２０と第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０と第３ＶＡＴ構造領域６２
０と未記録領域とを含む。ファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および
第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイル
の記録処理手順」参照）が実行されることによって、トラック＃３　１００３には、第１
データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０が記録され、第２ＶＡＴ構造領域５２０には、Ｖ
ＡＴ５２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ５２２が記録される。さらに、トラック＃３　１００３
には、第２データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０が記録され、第３ＶＡＴ構造領域６２
０には、ＶＡＴ６２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ６２２が記録される。図１１に示されたデー
タ構造を有する追記型記録媒体１００では、ＶＡＴ６２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ６２２が
最新のＶＡＴ構造である。
【０１８３】
　第３ＶＡＴ構造領域６２０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９０２で
あり、最終データ記録位置９０２を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理
情報領域１０４に記録される。
【０１８４】
　本発明の実施の形態２によれば、追記型記録媒体１００に記録されたファイル構造のう
ち特定の情報（例えばＦＥだけ）を読み出す際に効率的なアクセスが可能となる。特にＶ
ＡＴ方式の場合、ＶＡＴによってアドレス管理されるのはＦＥであるので、ＶＡＴ方式の
実現上、好都合である。
【０１８５】
　なお、ディレクトリ階層に着目してトラックを割り付けることがあり得る。例えば、特
定の応用（例えば、ＴＶの番組録画）のためのデータを記録するディレクトリ階層を定め
た上で、所定のディレクトリ下のファイルやディレクトリをトラックに割り付けることが
あり得る。この結果、効率的なデータアクセスが可能となる。
【０１８６】
　３．実施の形態３
　図１２は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す。図１２において、図
１、図３および図４を参照して説明された領域と同一の領域には同一の参照符号を付し、
その説明を省略する。さらに、図１２において、図１、図３および図４を参照して説明さ
れた情報、データと同一の情報、データには同一の参照符号を付し、その説明を省略する
。
【０１８７】
　本発明の実施の形態３によれば、追記型記録媒体１００の複数のトラックに、互いに同
一のファイル構造が記録される。
【０１８８】
　ボリューム空間１０９には、トラック＃１　２００１とトラック＃２　２００２とトラ
ック＃３　２００３とが割り付けられている。
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【０１８９】
　トラック＃１　２００１は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１０と
、ファイル構造が記録される第１ファイル構造領域４２０と、ＶＡＴ構造が記録される第
１ＶＡＴ構造領域４３０と、ファイル構造が記録される第２ファイル構造領域５００と、
未記録領域とを含む。フォーマット処理手順（（「１－３－１．フォーマット処理手順」
参照）およびファイル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および第２データフ
ァイル（Ｆｉｌｅ－ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイルの記録処理手
順」参照）が実行されることによって、ボリューム構造領域４１０にはボリューム構造が
記録され、第１ファイル構造領域４２０にはファイル構造（ファイル集合記述子４２１お
よびＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２）が記録され、第１ＶＡＴ構造領域４３０にはＶＡＴ構造（
ＶＡＴ４３１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）が記録され、第２ファイル構造領域５００に
はファイル構造（例えば、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示す
ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が
記録される。
【０１９０】
　第２ファイル構造領域５００と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９１０
であり、最終データ記録位置９１０を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管
理情報領域１０４に記録されている。
【０１９１】
　トラック＃２　２００２は、ボリューム構造が記録されるボリューム構造領域４１１と
、ファイル構造が記録されるファイル構造領域４７０と、ＶＡＴ構造が記録されるＶＡＴ
構造領域４８０と、ファイル構造が記録されるファイル構造領域４９０と、未記録領域と
を含む。
【０１９２】
　フォーマット処理手順（（「１－３－１．フォーマット処理手順」参照）およびファイ
ル（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０および第２データファイル（Ｆｉｌｅ－
ａ）６１０）の記録処理手順（「１－３－２．ファイルの記録処理手順」参照）が実行さ
れた後に、システム制御部３０１がトラック＃１　２００１に記録されたファイル構造の
複製およびＶＡＴ構造の複製をトラック＃２に記録するようドライブ装置３１０に指示す
ることにより実現可能である。
【０１９３】
　ボリューム構造領域４１１にはボリューム構造の複製が記録され、ファイル構造領域４
７０にはファイル構造（ファイル集合記述子４２１およびＦＥ（ＲＯＯＴ）４２２）の複
製（ファイル集合記述子４７１およびＦＥ（ＲＯＯＴ）４７２）が記録され、ＶＡＴ構造
領域４８０にはＶＡＴ構造（ＶＡＴ４３１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４３２）の複製（ＶＡＴ
４８１およびＶＡＴ　ＩＣＢ４８２）が記録され、ファイル構造領域４９０にはファイル
構造（第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ
）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）の複製（第１データフ
ァイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記録位置を示すＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）４９１、ＦＥ（Ｄ
ｉｒ－Ａ）４９２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）４９３）が記録される。
【０１９４】
　なお、トラック＃１　２００１に対する記録を指示されたドライブ装置３１０が、トラ
ック＃２　２００２にデータ（ボリューム構造、ファイル構造、ＶＡＴ構造）の複製を自
動的に記録することがあり得る。また、ドライブ装置３１０がトラック＃１　２００１に
対する記録を指示される度に自動的に複製を記録することがあり得る。また、複製を記録
するようにシステム制御部３０１からドライブ装置３１０に指示があった場合に、ドライ
ブ装置３１０がトラック＃１　２００１に複製を記録することがあり得る。
【０１９５】
　ファイル構造領域４９０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９１１であ
り、最終データ記録位置９１１を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理情
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報領域１０４に記録されている。
【０１９６】
　トラック＃３　２００３は、第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０と第２ＶＡＴ
構造領域５２０と未記録領域とを含む。第１データファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）５１０の記
録処理手順が実行されることによって、未記録領域には、第１データファイル（Ｆｉｌｅ
－ａ）５１０が記録され、第２ファイル構造領域５００には、第１データファイル（Ｆｉ
ｌｅ－ａ）５１０を管理するファイル構造（ＦＥ（Ｆｉｌｅ－ａ）５０１、ＦＥ（Ｄｉｒ
－Ａ）５０２、ＦＥ（ＲＯＯＴ）５０３）が記録され、さらに、第２ＶＡＴ構造領域５２
０には、ＶＡＴ５２１およびＶＡＴ　ＩＣＢ５２２が記録される。
【０１９７】
　第２ＶＡＴ構造領域５２０と未記録領域との境界位置は、最終データ記録位置９１２で
あり、最終データ記録位置９１２を示す情報がトラック管理情報として第１ディスク管理
情報領域１０４に記録される。
【０１９８】
　なお、再生処理手順（「１－４．再生処理手順」参照）が実行されることによって、ト
ラック＃１　２００１に記録されているデータを再生することが可能である。しかし、ト
ラック＃１　２００１からデータを再生することができない場合（例えば、トラック＃１
　２００１に傷がついている場合）には、トラック＃２　２００２からデータを再生する
ことがあり得る。したがって、トラック＃２　２００２のデータをトラック＃１　２００
１のデータのバックアップとして利用できる。その結果、追記型記録媒体１００の信頼性
が向上する。
【０１９９】
　なお、トラック＃２　２００２に記録されるファイル構造は、トラック＃１　２００１
と同じでよいが、その場合、ファイル構造領域の論理アドレスと実際に記録されている論
理アドレスがずれることになる。この場合、トラック＃２　２００２に記録されるファイ
ル構造を利用してデータを再生する場合に、アドレスを変換することがあり得る。なお、
トラック＃２　２００２にファイル構造を記録する際に、ディレクトリ階層を保ったまま
で、論理アドレスのみを変換して記録しておけば、再生時のアドレス変換は不要となる。
【０２００】
　なお、本発明の実施の形態３では、最新のＶＡＴ構造を１つだけ記載しているが、追記
型記録媒体１００の信頼性をより向上させるために、ＶＡＴ構造自体の複製も記録するこ
とがあり得る。この場合、例えば、第２ＶＡＴ構造領域５２０の直前に、トラック＃２　
２００２に記録されるファイル構造ためのＶＡＴ構造を記録してもよい。また、トラック
＃２　２００２に記録されるファイル構造全体をＶＡＴ　ＩＣＢの拡張属性ファイルとし
て扱うことがあり得る。その結果、ＵＤＦ規格との高い互換性を達成できる。
【０２０１】
　なお、トラック間の関係情報をトラック管理情報２１０内に付加情報として記録するこ
とがあり得る。その結果、所定のトラックに記録されているデータの複製が別のトラック
に記録されていることを容易に判別できる。例えば、トラック＃１　２００１に記録され
た情報を管理するトラック管理情報に、トラック＃２　２００２に記録された情報がトラ
ック＃１　２００１に記録された情報の複製であることを示す付加情報を記録することが
あり得る。また、トラック＃２　２００２に記録された情報を管理するトラック管理情報
に、トラック＃２　２００２に記録された情報がトラック＃１　２００１に記録された情
報の複製であることを示す付加情報を記録することがあり得る。
【産業上の利用可能性】
【０２０２】
　本発明によれば、ボリューム空間にトラックを割り付け、特定のトラックに対してのみ
ファイル構造を記録する。したがって、アクセス頻度を低減させることが可能となり、フ
ァイル構造への高速なアクセスが実現される。
【０２０３】
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　また、本発明によれば、ファイル構造の複製を記録することによって、情報記録媒体の
信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２０４】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００の外観を示す図であ
る。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の実施の形態１の追記型記録媒体１００に記録されているデ
ータのデータ構造の一例を示す図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、ユーザ領域１０８の詳細を示す図である。
【図２Ａ】図２Ａは、セッション管理情報２００のデータ構造を示す図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、複数のトラック管理情報２１０のうちの１つのデータ構造を示す図
である。
【図３】図３は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す図である。
【図４】図４は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
【図５】図５は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
【図６】図６は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態の記録再生装置３００を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態のフォーマット処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図９】図９は、本発明の実施の形態のファイルの記録処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態１の再生処理手順を示すフローチャートである
。
【図１１】図１１は、追記型記録媒体１００のデータ構造の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、追記型記録媒体１００のデータ構造の他の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、ファイルおよびディレクトリ階層構造を示す図である。
【図１４】図１４は、従来の記録媒体１０１００の一例であるＤＶＤ－Ｒディスク上のフ
ォーマット処理直後のデータを示す図である。
【図１５】図１５は、ファイルおよびディレクトリ構造のうちディレクトリ（Ｄｉｒ－Ａ
）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ａ）とを記録する手順を説明するための図である図であ
る。
【図１６】図１６は、ファイルおよびディレクトリ構造のうちのディレクトリ（Ｄｉｒ－
Ｂ）とデータファイル（Ｆｉｌｅ－ｂ）との記録処理手順を説明するための図である。
【図１７】図１７は、再生処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０２０５】
１００　追記型記録媒体
１０１　リードイン領域
１０２　データ領域
１０３　リードアウト領域
１０４　第１ディスク管理情報領域
１０５　第２ディスク管理情報領域
３００　記録再生装置
３０１　システム制御部
３０２　第１メモリ回路
３０３　Ｉ／Ｏバス
３０４　磁気ディスク装置
３０５　ホスト装置
３１０　ドライブ装置
３１１　ドライブ制御部
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３１２　第２メモリ回路
３１３　内部バス
３１４　記録再生部
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】
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