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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ領域と少なくとも１つの管理領域を有する記録媒体にデータを記録する装置であ
って、
　前記記録媒体にデータを記録するように構成されたピックアップ部と、
　特定の領域が記録済みのデータを有する場合、前記ピックアップ部を制御して、前記特
定の領域に記録されるように要求されたデータを前記データ領域内の代替領域に記録する
ように構成されたマイクロコンピュータと
　を備え、
　前記マイクロコンピュータは、前記特定の領域のサイズが複数の連続の記録単位である
場合、前記特定の領域を管理するための１組のエントリを管理領域に記録するように前記
ピックアップ部を制御するように構成され、
　前記１組のエントリのうちの１つである第１エントリは前記特定の領域の先頭アドレス
情報および前記代替領域の先頭アドレス情報を含み、もう一方の第２のエントリは前記特
定領域の終了アドレス情報と前記代替領域の終了アドレス情報を含み、
　前記１組のエントリのそれぞれは、
　　前記特定領域が代替されたか否かを特定する第１ステータス情報と、
　　前記対応するエントリが開始アドレス情報または終了アドレス情報を含むか、および
、前記対応するエントリが先頭エントリであるか、前記先頭エントリに続く後続エントリ
であるかを特定する第２ステータス情報と
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　を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記記録媒体の各記録単位は１つのクラスタのサイズであることを特徴とする請求項１
記載の装置。
【請求項３】
　前記マイクロコンピュータは前記ピックアップ部を制御して、前記１組のエントリと前
記１つのエントリを前記記録媒体の一時的欠陥管理領域に記録することを特徴とする請求
項１記載の装置。
【請求項４】
　前記ピックアップ部から／に、信号を読み取る／記録する処理をするように構成された
データプロセッサと、
　前記記録媒体に／から、前記信号を正確に記録する／読み取るために前記ピックアップ
部を制御するように構成されたサーボ部と
　をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記特定の領域にデータを記録するように要求する記録指令を、前記マイクロコンピュ
ータに送信するように構成された制御部を備え、前記マイクロコンピュータは前記制御部
からの記録指令に応答して前記サーボと前記プロセッサを制御することを特徴とする請求
項４記載の装置。
【請求項６】
　データ領域と少なくとも１つの管理領域を有する記録媒体でデータを再生する装置であ
って、
　前記記録媒体からデータを再生するように構成されたピックアップ部と、
　特定の領域に替えて代替領域からデータを再生するように要求する再生指令を受信する
よう制御するよう構成されたマイクロコンピュータと
　を備え、
　前記マイクロコンピュータは、前記特定領域のサイズが複数の連続する記録単位である
場合、前記特定の領域を管理するための１組のエントリを参照し、前記代替領域からデー
タを再生するためにピックアップ部を制御するよう構成され、
　前記１組のエントリのうちの１つである第１エントリは前記特定の領域の先頭アドレス
情報および前記代替領域の先頭アドレス情報を含み、もう一方の第２のエントリは前記特
定領域の終了アドレス情報と前記代替領域の終了アドレス情報を含み、
　前記１組のエントリのそれぞれは
　　前記特定領域が代替されたか否かを特定する第１ステータス情報と、
　　前記対応するエントリが開始アドレス情報または終了アドレス情報を含むか、および
、前記対応するエントリが先頭エントリであるか、前記先頭エントリに続く後続エントリ
であるかを特定する第２ステータス情報と
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項７】
　特定の領域が記録済みのデータを有する場合、前記特定の領域に記録されるように要求
されたデータを記録する代替領域として使用可能な領域を含むデータ領域と、
　前記特定の領域を管理するための管理情報を格納するための少なくとも１つの管理領域
と、
　を具備し、
　前記管理領域は、前記特定の領域のサイズが複数の記録単位である場合、前記特定の領
域を管理するための１組のエントリを格納するように構成され、
　前記１組のエントリのうちの１つである第１エントリは、前記特定の領域の開始アドレ
ス情報および前記代替領域の開始アドレス情報を含み、もう一方の第２のエントリは前記
特定領域の終了アドレス情報と前記代替領域の終了アドレス情報を含み、
　前記１組のエントリのそれぞれは、
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　　前記特定領域が代替されたか否かを特定する第１ステータス情報と、
　　前記対応するエントリが開始アドレス情報または終了アドレス情報を含むか、および
、前記対応するエントリが先頭エントリであるか、前記先頭エントリに続く後続エントリ
であるかを特定する第２ステータス情報と
　を含むことを特徴とする記録媒体。
【請求項８】
　前記記録媒体の各記録単位は１つのクラスタのサイズであることを特徴とする請求項７
記載の記録媒体。
【請求項９】
　前記１組のエントリと前記１つのエントリは前記記録媒体の一時的欠陥管理領域に記録
されることを特徴とする請求項７記載の記録媒体。
【請求項１０】
　データ領域と少なくとも１つの管理領域を有する記録媒体にデータを記録する方法であ
って、前記方法は、
　（ａ）特定の領域が記録済みのデータを有する場合、前記データ領域内の代替領域に、
前記特定の領域に記録されるように要求されたデータを記録するステップと、
　（ｂ）前記特定の領域のサイズが複数の連続する記録単位である場合、前記特定の領域
を管理するための１組のエントリを前記管理領域に記録するステップであって、前記１組
のエントリのうちの１つである第１エントリは前記特定の領域の先頭アドレス情報および
前記代替領域の先頭アドレス情報を含み、もう一方の第２のエントリは前記特定領域の終
了アドレス情報と前記代替領域の終了アドレス情報を含み、
　前記１組のエントリのそれぞれは、
　　前記特定領域が代替されたか否かを特定する第１ステータス情報と、
　　前記対応するエントリが開始アドレス情報または終了アドレス情報を含むか、および
、前記対応するエントリが先頭エントリであるか、前記先頭エントリに続く後続エントリ
であるかを特定する第２ステータス情報と
　を含む、ステップと
　から成ることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記記録媒体の各記録単位は１つのクラスタのサイズであることを特徴とする請求項１
０記載の方法。
【請求項１２】
　前記１組のエントリと前記１つのエントリは前記記録媒体の一時的欠陥管理領域に記録
されることを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　データ領域と少なくとも１つの管理領域を有する記録媒体からデータを再生する方法で
あって、前記方法は、
　（ａ）代替領域によって代替された特定の領域からデータを再生するように要求する指
令を受信するステップと、
　（ｂ）前記特定の領域のサイズが複数の連続する記録単位である場合、前記特定の領域
を管理するための１組のエントリを参照して前記代替領域からデータを再生するステップ
であって、前記１組のエントリのうちの１つである第１エントリは、前記特定の領域の先
頭アドレス情報および前記代替領域の先頭アドレス情報を含み、もう一方の第２のエント
リは前記特定領域の終了アドレス情報と前記代替領域の終了アドレス情報を含む、ステッ
プと、
　（ｃ）前記特定の領域のサイズが一記録単位である場合、前記特定の領域を管理するた
めの１つのエントリを参照して前記代替領域からデータを再生するステップであって、前
記１つのエントリは前記特定領域の先頭アドレス情報と前記代替領域の先頭アドレス情報
を含む、ステップと、
　から成り、
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　前記１組のエントリのそれぞれは、
　　前記特定領域が代替されたか否かを特定する第１ステータス情報と、
　　前記対応するエントリが開始アドレス情報または終了アドレス情報を含むか、および
、前記対応するエントリが先頭エントリであるか、前記先頭エントリに続く後続エントリ
であるかを特定する第２ステータス情報と
　を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は追記型光ディスクへの上書き管理方法及び追記型光ディスクに管理情報を記録
する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを長時間記録し保存できる新
規な高密度光記録媒体、例えば、書き換え可能型ブルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＲＥ：Bl
u-ray rewritable disc）が開発され市販されるものと期待されている。
【０００３】
　ＢＤ－ＲＥには、図１に示すように、リードイン領域、データ領域、リードアウト領域
がそれぞれ割り当てられると共に、データ領域の先頭と末尾には、インナースペア領域（
ＩＳＡ：Inner Spare Area）とアウタースペア領域（ＯＳＡ：Outer Spare Area）がそれ
ぞれ割り当てられる。
【０００４】
　ＢＤ－ＲＥ上には、所定の記録単位に対応するクラスタ単位で記録され、図１に示すよ
うに、データを記録中にデータ領域に欠陥領域が存在するか否かを検出する。そして、欠
陥領域が検出されると、その欠陥領域に記録すべきデータをスペア領域、例えば、インナ
ースペア領域（ＩＳＡ）に代替記録する一連の代替記録動作を行うと共に、欠陥領域に関
する位置情報と、スペア領域における代替記録された領域の位置情報を管理情報としてリ
ードイン領域に欠陥リストとして記録し保存する。
【０００５】
　従って、ＢＤ－ＲＥのデータ領域に欠陥領域が存在する場合には、その欠陥領域に記録
されたデータをスペア領域に代替記録し、再生動作を行う際、管理情報を参照して、欠陥
領域のデータの代わりにスペア領域に代替記録されたデータを読み込んで再生することに
より、データの記録／再生誤りを事前に防止することができる。
【０００６】
　一方、近年では、追記型ブルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＷＯ：Blu-ray Disc write onc
e）に対する規格化作業が関連業者の間で論議されている。追記型光ディスクは、ディス
クの全領域にわたって１回だけ記録可能であるので、書き換え可能型光ディスクとは異な
って物理的に上書きすることが不可能である。
【０００７】
　しかし、追記型光ディスクにおいても記録済みのデータを編集するか、該当部分だけの
修正を必要とするか、またはユーザーやホスト等の便宜のために上書きを必要としたりす
る場合が生じることがあり、これを可能とする効率的な方案の確立が急がれているのが実
情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明は、従来技術の制限と不都合によるいくつかの問題を解決する、追記型
光ディスクへ上書きするその管理方法及び管理情報の記録方法を提供することを目的とす
る。
【０００９】
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　また、本発明は、追記型光ディスクへの上書き管理方法、追記型光ディスクの管理情報
の記録方法、追記型光ディスクへ論理的に上書きすることができる記録再生装置を提供す
ることを目的とする。
【００１０】
　本発明のさらなる利点、目的および特徴は、この技術分野における当業者にとっては、
後述する説明における本発明の教示から理解できるであろう。本発明の目的や他の利点は
、添付された図面と特許請求の範囲と詳細な説明に特に指摘されている構造により実現さ
れ、かつ獲得できる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による追記型光ディスクの上書き方法は、ディスク内の記録済み特定領域へ上書
きを要請されたデータを、ディスク内の物理的に区分された他のデータ領域に代替記録す
ると共に、その物理的に代替記録されたデータを再生するための管理情報を生成し記録す
ることを特徴とする。
【００１２】
　本発明による追記型光ディスクの管理情報の記録方法は、上書きを要請された領域及び
／または欠陥が発生した領域に記録すべきデータをディスク内の特定領域に代替記録し、
その代替記録に関する管理情報を記録するに際し、一つの記録単位を代替記録した場合の
管理情報と、複数の記録単位を代替記録した場合の管理情報とを互いに区分して記録する
ことを特徴とする。
【００１３】
　本発明による追記型光ディスクのまた他の管理情報の記録方法は、上書きを要請された
領域及び／または欠陥が発生した領域に記録すべきデータをディスク内の特定領域に代替
記録し、その代替記録に関する管理情報を記録するに際し、上書き要請により代替記録さ
れた場合の管理情報と、欠陥領域により代替記録した場合の管理情報とを互いに区分して
記録することを特徴とする。
【００１４】
　本発明による追記型光ディスクの記録再生装置は、特定領域に記録を行うように要求す
る記録指令を伝える制御部と、特定領域が記録済みの領域であるか否かを判断し、記録済
みの領域であればデータ領域内の他の領域に代替記録し、代替記録された事実を管理情報
としてディスク内に記録する記録再生部とを備えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に関する一般的な説明及び後述する詳細な説明は、請求された本発明をさらに明
確にするために例示されたものとして理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る書き換え型光ディスクの構造及び欠陥管理方法を概略的に示す図で
ある。
【図２】本発明の追記型光ディスクにおける上書き方法に関する一実施形態を示す図であ
る。
【図３】本発明の追記型光ディスクにおける上書き方法に関する他の実施形態を示す図で
ある。
【図４】本発明の追記型光ディスクにおける上書き方法に関するまた他の実施形態を示す
図である。
【図５】本発明の追記型光ディスクにおける上書き方法に関するまた他の実施形態を示す
図である。
【図６】本発明に係る書き換え型光ディスクにおける管理情報の記録方法を概略的に示す
図である。
【図７】本発明の追記型光ディスクにおける管理情報の記録方法に関する一実施形態を示
す図である。



(6) JP 4855512 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

【図８】図７による本発明の追記型光ディスクにおける管理情報の内容をテーブルの形態
で示す図である。
【図９】本発明の追記型光ディスクにおける管理情報の記録方法に関する他の実施形態を
示す図である。
【図１０】本発明の追記型光ディスクにおける管理情報の記録方法に関するまた他の実施
形態を示す図である。
【図１１】図９及び図１０による本発明の追記型光ディスクにおける管理情報の内容をテ
ーブルの形態で示す図である。
【図１２】図９及び図１０による本発明の追記型光ディスクにおける管理情報のアップデ
ート方法を示す図である。
【図１３】本発明の追記型光ディスクにおける記録再生装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明のさらなる目的及び長所は、後述する本発明の好適な実施の形態に関連する添付
図面により一層明らかになる。
【００１８】
　以下、添付した図面に基づき、本発明による追記型光ディスクの上書き方法に関する好
適な実施の形態について詳細に説明する。なお、図面中において同一の機能を行う部分に
ついては、 同一の参照番号を付している。
【００１９】
　本発明は、追記型光ディスクにおいても上書きできるようにすることを特徴とする。一
般に、“上書き”とは、書き換え可能型光ディスクにおけるある領域へ複数回繰り返し記
録することを意味する。即ち、一般に、上書きとは、書き換え可能型光ディスクにおける
固有の特徴を意味し、追記型光ディスクではその適用が不可能であるとされている。
【００２０】
　しかし、本発明は、追記型光ディスクの物理的特性である‘１回記録性’を維持しなが
ら、論理的に上書きできるようにした。
【００２１】
　図２は、本発明実施形態による追記型光ディスクへの上書きを管理する方法を図式化し
たものであって、例えば、追記型ブルーレイ・ディスク（ＢＤ－ＷＯ）に、リードイン領
域（ＬＩＡ）、データ領域、リードアウト領域（ＬＯＡ）をそれぞれ割り当て、データ領
域の先頭及び末尾に、インナースペア領域（ＩＳＡ）とアウタースペア領域（ＯＳＡ）を
それぞれ割り当てる。
【００２２】
　また、ディスク内には、ディスクの管理情報を記録する一時的欠陥管理領域（ＴＤＭＡ
：Temporary Defect Management Area）を設け、ＴＤＭＡ内に一時的欠陥リスト（ＴＤＦ
Ｌ：Temporary Defect List）を記録する。ＴＤＦＬ内に管理情報としての欠陥エントリ
または上書きエントリを記録する。従って、欠陥領域や上書きを要請され当該領域に記録
すべきデータを、データ領域内の他の領域に代替記録する時に、管理情報をＴＤＭＡ内の
ＴＤＦＬとして記録することができる。
【００２３】
　図２においてデータ領域内に記録済みの領域が存在する場合、当該領域は、追記型光デ
ィスクの特性上、物理的には‘上書き’が許容されないといえる。しかし、ユーザーやホ
スト等からの記録指令が図２に示すようなＡ－Ｂ領域（記録済み領域）への記録を行うよ
う要請すると、本発明では、ドライバが自動的にそこに記録すべきデータをデータ領域内
の他の領域に代替記録する。従って、ユーザーやホスト等は、ディスク内の特定領域が記
録済みか否かに関係なく記録指令を出すことができる。これは、追記型光ディスクである
にもかかわらず、ユーザー等が書き換え型光ディスクのように使用することができること
を意味する。これを、物理的な上書きと区分して論理的上書き（Logical OverWrite：Ｌ
ＯＷ）と称する。
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【００２４】
　即ち、図２に示すようにＡ－Ｂ領域への記録指令を実行するに際し、物理的に記録済み
の部分であるのでその領域への上書きはできないが、そこに記録すべきデータをデータ領
域内、特に、アウタースペア領域の前のＣ－Ｄ領域に代替記録し、それに関する管理情報
をディスク内のＴＤＭＡにＴＤＦＬ情報として記録しておくことで記録指令を完遂できる
。従って、記録済みのディスクに対し、ユーザーやホスト等がＡ－Ｂ領域の再生を所望す
る場合、ドライバは、記録してある管理情報を参照して、Ａ－Ｂ領域に代わってＣ－Ｄ領
域を再生することで再生指令を実行することができる。
【００２５】
　以下、図３、図４Ａ、図４Ｂ、図５を参照して、上書きの要請に対し代替記録が行われ
る位置に関する他の実施形態を説明し、図６～図１２を参照して、かかる上書きまたは連
続する欠陥領域に関する管理情報を記録する方法に関する各種の実施形態を説明する。
【００２６】
　図３は、本発明による追記型光ディスクの上書き方法に関する他の実施形態を示す図で
あって、本実施形態は、上書きを要請された領域に記録すべきデータをデータの記録済み
領域に続く領域に連続して代替記録することを特徴とする。これは、代替記録される領域
の位置を除いては、図２を参照して説明する内容と同じである。
【００２７】
　図４Ａは、本発明による追記型光ディスクの上書き方法に関するさらに他の実施形態を
示す図であって、上書きを要請された領域（Ａ－Ｂ領域）に記録すべきデータをスペア領
域内に代替記録（Ｃ－Ｄ領域）することを特徴とする。従って、スペア領域内には、欠陥
領域の発生により代替されたクラスタと上書きの要請により代替記録されたクラスタとが
共に記録される。これは、後述するが、上書きの要請による代替記録が欠陥領域による代
替記録と同一に取り扱われることを示す。また、図４Ｂでは、ＯＳＡ領域を欠陥領域の代
替のための領域と上書きのための領域とに区分して使用しても良いことを示す。
【００２８】
　図５は、本発明による追記型光ディスクの上書き方法に関するさらに他の実施形態を示
す図であって、上書きを要請された領域（Ａ－Ｂ領域）に記録すべきデータを別の上書き
領域（ＯＷＡ）内に代替記録（Ｃ－Ｄ領域）することを示す。即ち、スペア領域（ＩＳＡ
、ＯＳＡ）は、欠陥領域が発生した場合に代替記録される領域であり、ＯＷＡは、上書き
の要請により代替記録される領域であって、互いに区分して代替記録を行う。従って、欠
陥領域の発生による代替記録と上書きの要請による代替記録が明確に区分されるといった
付加的な効果を奏する。
【００２９】
　図６～図１２は、本発明において適用される上書きによる管理情報を記録する方法を説
明するための図である。まず、図６は、本発明との対比説明のためにＢＤ－ＲＥにおける
欠陥領域のための管理情報として欠陥リストを記録する方法に関する図である。本発明の
ＢＤ－ＷＯにおける管理情報の記録方法では、同種のディスクであるＢＤ－ＲＥと最大限
に互換性を保ちつつも本発明の目的の達成に適合した方式で管理情報を記録する。
【００３０】
　欠陥情報は、ディスク上のリードイン領域内に記録され、欠陥情報ヘッダ部（ｄｅｆｅ
ｃｔ　ｌｉｓｔ　Ｈｅａｄｅｒ）と欠陥エントリ（ｄｅｆｅｃｔ　ｅｎｔｒｙ）とから構
成される。欠陥情報ヘッダ部（ｄｅｆｅｃｔ　ｌｉｓｔ　Ｈｅａｄｅｒ）には、欠陥リス
トであることを知らせるＩＤ情報（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）と欠陥エントリ（ｄｅｆｅｃ
ｔ　ｅｎｔｒｙ）の個数を表す情報が含まれている。一つの欠陥エントリは８バイトから
構成され、これは、次の４フィールドから構成されている。これらは、それぞれ‘ｓｔａ
ｔｕｓ１’、‘Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｉｒｓｔ　ＰＳＮ’、‘ｓｔａ
ｔｕｓ２’、‘Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｉｒｓｔ　ＰＳＮ’である
。ＢＤ－ＲＥにおける‘ｓｔａｔｕｓ１’情報は、それぞれの欠陥エントリの種類に関す
る情報を表し、例えば、‘００００ｂ’であれば、欠陥領域に記録すべきデータが正常に
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代替記録完了したＲＡＤ（Ｒｅ－Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ）タイプの
欠陥エントリを意味し、‘０００１ｂ’であれば、欠陥領域ではあるが、代替記録のため
の代替領域が指定されていないＮＲＤ（Ｎｏｎ－Ｒｅａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｆｅｃ
ｔｉｖｅ）タイプの欠陥エントリを意味する。また、‘Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ　ｃｌｕｓｔ
ｅｒ　ｆｉｒｓｔ　ＰＳＮ’フィールドは、欠陥が発生したクラスタの位置情報を記録す
るフィールドであり、これを当該クラスタの先頭ＰＳＮ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｓｅｃｔｏ
ｒ　ｎｕｍｂｅｒ）で表すことが一般的である。また、‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドは
、現在のＢＤ－ＲＥでは使用していないフィールドである。後述するが、本発明では、こ
の‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドを積極的に活用して管理情報を記録しようとしている。
最後に、‘Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｉｒｓｔ　ＰＳＮ’フィールド
は、欠陥領域に記録すべきデータのスペア領域内における代替記録された領域の位置情報
を記録するフィールドであり、仮にＲＡＤタイプである場合は、当該代替記録された領域
の位置情報を正常に記録するが、ＮＲＤタイプである場合は、代替領域への代替を行わな
いため、本フィールドは‘ゼロ’値でセットされる。
【００３１】
　図７～図１２は、本発明の追記型光ディスクに適用される上書きによる管理情報を記録
する方法に関する図であって、本発明では、大別して二つの管理情報を記録する方式を提
示する。その第一は、図８及び図９に示すように欠陥エントリとは別の上書きエントリ（
ｏｖｅｒｗｒｉｔｅ　ｅｎｔｒｙ）として記録する方式であり、その第二は、図１０～図
１４に示すように欠陥エントリと同一のタイプとして記録する方式である。前者では、並
べ替え（sorting）によっても二種類のエントリが混ざり合わずに互いに区分されるが、
後者の場合では、並べ替えにより二種類のエントリが互いに混ざり合うようになるという
点で両者は相違している。
【００３２】
　以下、本発明の管理情報の記録方法について詳細に説明する。
　図７は、本発明の追記型光ディスクにおいて上書きの要請による代替記録時の管理情報
を記録する一つの実施形態を示す。また、図８Ａ及び図８Ｂは、上書きを要請された領域
の位置情報と代替記録された領域の位置情報及び上書きされた情報としての管理情報を記
録する例を示す。
【００３３】
　本発明は、例えば、ＢＤ－ＲＥとの互換性のために、管理情報は欠陥エントリが記録さ
れる領域に８バイトのサイズのエントリとして記録される。従って、欠陥エントリと同一
の４フィールドを適用して管理情報を記録する方式である。しかし、上書きによる管理情
報は、欠陥エントリと区別して上書きエントリと称し、これが区分できるようにエントリ
内に識別情報を使用した。
【００３４】
　図７に示す上書きエントリについて詳細に説明すれば、次の通りである。まず、‘ｓｔ
ａｔｕｓ１’フィールドには、既存のＢＤ－ＲＥでは使用しなかったタイプ情報を用いる
。例えば、‘１１００ｂ’を使用し、エントリに‘１１００ｂ’が使用されたことが確認
されれば、システムではこれを上書きエントリとして認識する。従って、ＢＤ－ＲＥでは
使用しなかった‘ｓｔａｔｕｓ１’フィールド値を使用することにより、既存の欠陥エン
トリとの区分が可能になる。次いで、‘Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｉｒｓ
ｔ　ＰＳＮ’フィールドには、上書きを要請された領域の先頭アドレス情報（Ａ　ａｄｄ
ｒｅｓｓ）を記録する。‘Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｉｒｓｔ　ＰＳ
Ｎ’フィールドは、データ領域内における代替記録された領域の先頭アドレス情報（Ｃ　
ａｄｄｒｅｓｓ）を記録する。これらのアドレス情報は、当該領域の先頭クラスタの‘ｆ
ｉｒｓｔ　ＰＳＮ’で表すことが可能である。‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドには、上書
きを要請されたサイズ情報を記録する。なお、‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドは、４ビッ
トで構成されるため、上書きを要請された領域のサイズが１６クラスタ以上であれば、こ
れを充分に表すことができなくなる。従って、１６クラスタより小さいクラスタを上書き
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する場合には、‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドにサイズ情報（ｓｉｚｅ＿１）を記録し（
ｃａｓｅ　１）、１６クラスタ以上のサイズを上書きしようとすれば、さらに他のエント
リを用いてサイズ情報（ｓｉｚｅ＿１）を‘Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｉ
ｒｓｔ　ＰＳＮ’フィールドと‘Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｆｉｒｓｔ
　ＰＳＮ’フィールドにそれぞれ記録するか、またはいずれか一つのフィールドだけに記
録し、‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドには‘００００ｂ’を記録する（ｃａｓｅ　２）。
【００３５】
　従って、システムがエントリ情報を確認するとき、‘ｓｔａｔｕｓ１’フィールドが‘
１１００ｂ’であれば上書きエントリであると認識し、‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドが
‘００００ｂ’であれば、そのサイズが１６クラスタ以上であるので、続くエントリがサ
イズ情報を表すことを認識する。‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドが‘００００ｂ’ではな
い他の値を有すれば、当該デジタル値を十進数に変換した値分のクラスタが上書きを要請
されたサイズ情報であることを認識することができる。先頭アドレスとサイズ情報を認識
することにより当該領域の終了アドレスは自然として確認可能である。
【００３６】
　図７では、上書きを要請された領域を代替記録する領域としてＯＳＡ領域の前の領域を
用いる場合だけを示したが、図３～図５から分かるように、代替記録される領域は、記録
領域に続いて記録される（図３）、スペア領域内に記録される（図４Ａ）、別のＯＷＡ内
に記録される（図５）等のいずれもが可能であることは言うまでもない。
【００３７】
　図８Ａは、図７に示すような管理情報を記録する方式における、ＴＤＦＬ内の構造を示
す図であって、ＴＤＦＬ内に記録されるエントリは、欠陥エントリと上書きエントリとに
区分されて記録されている。これは、相違するエントリタイプ（ｅｎｔｒｙ　ｔｙｐｅ、
ｓｔａｔｕｓ１情報）を用いることにより、‘ｓｔａｔｕｓ１’情報を基準に並べ替えし
た結果である。また、ＴＤＦＬ内のヘッダ部（ＴＤＬＦ　Ｈｅａｄｅｒ）内には、これら
の欠陥エントリと上書きエントリの個数に関する情報を有するため、当該ＴＤＦＬ内に記
録されているエントリの情報が取得可能になる。
【００３８】
　図８Ｂは、図７で論じられたエントリタイプをテーブルとしてまとめたテーブル図であ
る。テーブルで確認できるように、欠陥エントリの場合と上書きエントリの場合は、‘ｓ
ｔａｔｕｓ１’フィールドによって互いに区分されることが分かるであろう。また、上書
きエントリの場合は、‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールド値によって一つのエントリを有する
場合と二つのエントリを有する場合とに区分される。‘ｓｔａｔｕｓ２＝００００ｂ’で
あれば、二つのエントリで構成された場合であって、続くエントリによってサイズ情報を
獲得する。‘ｓｔａｔｕｓ２＝００００ｂ’でなければ、その値自体がサイズ情報を直接
意味する。
【００３９】
　図９及び図１０は、本発明の管理情報を記録するさらに他の実施形態を示す図である。
図９と図１０は、上書きを要請された場合におけるその代替記録に関する管理情報を既存
の欠陥エントリと同一のタイプとして処理する方式を示す図である。即ち、上書き要請に
よる代替記録も、欠陥領域による代替記録と同種の概念であるとして管理情報を記録する
。即ち、欠陥領域による代替記録であるか上書きによる代替記録であるかに分けて管理情
報を記録するのではなく、代替記録される記録単位（ＢＤ－ＷＯの場合、クラスタ）が一
つであるか、若しくは複数個であるかに分けて管理情報を記録する。
【００４０】
　即ち、本実施形態によれば、複数のクラスタが原因によって異なる領域に代替記録され
、これを管理する管理情報は、一つの記録単位が代替記録された場合の管理情報とは異な
るように表す方式である。複数のクラスタが代替記録される原因は、上書きがその原因に
なることもあるが、連続する記録単位において複数個の欠陥領域が発生した場合もその原
因になる。従って、如何なる原因によっても、連続する複数個のクラスタ代替記録するこ
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とを、本発明では‘Ｂｌｏｃｋ　ｌｉｎｅａｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’と称し、また
は略称して‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’と称す。これに対し、一つの記録単
位を代替記録することを‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｌｉｎｅａｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ
’または略称して‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’と称する。
【００４１】
　図９及び図１０は、ユーザー等からディスク内の特定領域（Ａ－Ｂ領域）への上書きを
要請されたか、または当該領域の全てにおいて連続して欠陥が発生した場合、当該領域に
記録すべきデータをスペア領域内に代替記録（Ｃ－Ｄ領域）し、管理情報を記録する方式
を示す図である。なお、図２、３、４Ａ、４Ｂ、５と同様に上書きの場合、スペア領域で
はない他のデータ領域内に代替記録されても、本発明の管理情報の記録方法はそのまま適
用可能であることは言うまでもない。
【００４２】
　図９及び図１０において欠陥エントリは二種類に分けられる。その第一は、一つの記録
単位が代替記録された場合のエントリであって、これは、一つのエントリで記録される（
１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）。その第二は、複数個の記録単位が代替
記録された場合のエントリであって、これは、連続する二つのエントリで記録される（Ｂ
ｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）。即ち、図９及び図１０の管理情報の記録方法は、
代替記録される記録単位が‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ’であるか、連続する複数個のクラスタ
、即ち‘Ｂｌｏｃｋ’であるかに分けて管理情報を記録し、代替記録の原因としての上書
きの要請と欠陥領域の発生のいずれも‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ’単位か、あるいは‘Ｂｌｏ
ｃｋ’単位で発生することを仮定している。
【００４３】
　また、図９と図１０は、管理情報としてのサイズ情報を用いるか否かにより区分され、
図９は、サイズ情報を用いる場合を示す図であり、図１０は、サイズ情報を用いない場合
を例に挙げて示す図である。
【００４４】
　まず、図９は、‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合は、図７と同
様に管理情報を記録する。‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合、‘ｓｔａｔ
ｕｓ１’フィールドは、‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合と同様
に‘００００ｂ’を有する。これは、欠陥エントリをＴＤＦＬに記録する都度並べ替えが
適用される。並べ替えの第一の基準は‘ｓｔａｔｕｓ１’フィールドであり、次は‘Ｄｅ
ｆｅｃｔｉｖｅ　Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｆｉｒｓｔ　ＰＳＮ’フィールドである。従って、正
常に代替記録が行われた場合には、‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’で
あっても‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’であっても同一の‘ｓｔａｔｕｓ１＝
０００ｂ’を有するため、結局として同一の‘ｓｔａｔｕｓ１’内では、並べ替えの適用
時、‘Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ　Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｆｉｒｓｔ　ＰＳＮ’フィールドにより並
べ替えられるようにしたのである。従って、これは、本発明においてＢｌｏｃｋ　ｒｅｐ
ｌａｃｅｍｅｎｔの場合と‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合に‘
ｓｔａｔｕｓ１’フィールドがいずれも‘００００ｂ’を有するようにした理由であり、
これについては、図１２を参照して後述する。
【００４５】
　従って、‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合と‘Ｂｌｏｃｋ　ｒ
ｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合の区分は、‘ｓｔａｔｕｓ２’フィールドを用いる。即ち
、‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合は、‘ｓｔａｔｕｓ２＝００
００ｂ’とし、‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合は、‘ｓｔａｔｕｓ２＝
０００１ｂまたは１００１ｂ’とする。関連して、‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎ
ｔ’の場合、二つの連続したエントリを有するので、‘ｓｔａｔｕｓ２＝０００１ｂ’で
あれば先頭の一番目のエントリになり、‘ｓｔａｔｕｓ２＝１００１ｂ’であれば、次に
続く二番目のエントリを意味するとすればよい。即ち、‘ｓｔａｔｕｓ２＝０００１ｂ’
の一番目のエントリは、代替される元の領域の先頭アドレス（ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｓｔａ
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ｒｔ　ａｄｄｒｅｓｓ）と代替記録された領域の先頭アドレス（ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ
　ｓｔａｒｔ　ａｄｄｒｅｓｓ）をそれぞれ有し、‘ｓｔａｔｕｓ２＝１００１ｂ’の二
番目のエントリには、代替される領域のサイズ情報（ｓｉｚｅ＿１）を記録しておく。
【００４６】
　図９は、‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合に‘ｓｔａｔｕｓ２＝０００
１ｂまたは１００１ｂ’と記録する一つの実施形態を示す図であって、‘ｓｔａｔｕｓ２
＝００００ｂ’ではなく、これとは別のある情報を用いてもよいことは自明である。例え
ば、‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合、‘ｓｔａｔｕｓ２＝００１１ｂま
たは１０１１ｂ’等と設定しても同一な結果が得られる。
【００４７】
　図１０は、図９の二番目のエントリで使用したサイズ情報に代わって、元の領域の終了
アドレス（ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｅｎｄ　ａｄｄｒｅｓｓ）と代替記録された領域の終了ア
ドレス（ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｅｎｄ　ａｄｄｒｅｓｓ）をそれぞれ有する場合を示
す図である。他の説明部分は、図９のそれと同一である。
【００４８】
　図１１Ａは、図９及び図１０に示すような本発明の追記型光ディスクにおける管理情報
を記録する方式において、管理情報としてＴＤＦＬに記録されるエントリを概略的に示す
図である。いずれも同一の欠陥エントリとして管理される（実際には、上書きにより記録
された代替と欠陥により記録された代替の双方とも同一の‘ｓｔａｔｕｓ１＝００００ｂ
’を有するため、これを欠陥エントリと呼んでいる）。ＴＤＦＬヘッダ内には、各欠陥エ
ントリの種類別の個数を表す情報を保存してある。ここで、‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃ
ｅｍｅｎｔ’の場合のエントリをＢＲＡＤ（Ｂｌｏｃｋ　ＲＡＤ）またはＣＤＡ（Ｃｏｎ
ｓｅｃｕｔｉｖｅ　Ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ　Ａｒｅａ）と呼んでいる。これは、Ｂｌｏｃｋ
　ＲＡＤが、‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合においては、正常に代替記
録された‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’の場合におけるＲＡＤと同じ
であるが、代替記録は１クラスタではない複数のクラスタ、即ち‘Ｂｌｏｃｋ’単位で行
われたことを表すためである。
【００４９】
　図１１Ｂは、図９及び図１０で論じられたエントリタイプをテーブルとしてまとめたテ
ーブル図である。テーブルから確認できる如く、‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅ
ｍｅｎｔ’の場合、‘ｓｔａｔｕｓ２＝００００ｂ’を有し、‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａ
ｃｅｍｅｎｔ’の場合、‘ｓｔａｔｕｓ２＝０００１ｂまたは１００１ｂ’を有すること
で互いに区分される。また、正常に代替記録が完了した場合には、‘ｓｔａｔｕｓ１＝０
０００ｂ’を有し（ＲＡＤまたはＢＲＡＤ）、代替記録される領域を指定していない場合
は、‘ｓｔａｔｕｓ１＝０００１ｂ’を有する（ＮＲＤまたはＢＮＲＤ）。このような方
式を拡張すれば、如何なるタイプのエントリでも適用可能になるはずである。
【００５０】
　図１２は、図９、図１０、図１１Ａ、図１１Ｂに示すような方式の管理情報の記録方法
におけるＴＤＦＬがアップデートされる場合の一例を示す図であって、特に、並べ替えが
適用された場合の管理情報を記録する方法に関する。
【００５１】
　まず、ＴＤＦＬが五つの‘１　ｃｌｕｓｔｅｒ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’によりＴＤ
ＦＬ＃Ｋのように記録されていると仮定し、欠陥エントリ３、４、５（ｄｅｆｅｃｔ　ｅ
ｎｔｒｙ　３、４、５）に該当する欠陥領域を含めて六つの連続するクラスタが‘Ｂｌｏ
ｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’として代替記録が完了した場合である。このとき、アッ
プデートタイミングＴＤＦＬ＃Ｋ＋１では、新規のエントリが記録される。以前のＴＤＦ
Ｌ＃Ｋで記録された欠陥エントリ３、４、５は、ＴＤＦＬ＃Ｋ＋１では‘Ｂｌｏｃｋ　ｒ
ｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ’領域内に含まれるのでさらなる管理が不要であるため、ＴＤＦＬ
＃Ｋ＋１からは消去される。即ち、欠陥エントリ３、４、５を、新規のＢＲＡＤタイプの
エントリの一つとして表することができるから、ＴＤＦＬ＃Ｋ＋１では管理情報として記
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録されないのである。従って、ＴＤＦＬ＃Ｋ＋１の最終のエントリは三つだけになり、こ
の三つのエントリは、並べ替えによりまず、‘ｓｔａｔｕｓ１’情報を基準に並べ替えさ
れ、次は、代替される前の元の領域の位置順に並べ替えされる。これを図１２の場合に適
用すれば、ＴＤＦＬ＃Ｋ＋１ではいずれも同じ‘ｓｔａｔｕｓ１＝００００ｂ’を有する
エントリタイプ（ＲＤＡまたはＢＲＡＤ）であるため、結局として第二の並べ替え基準で
ある代替された元の領域のＰＳＮ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｓｅｃｔｏｒ　ｎｕｍｂｅｒ）の
順に並べ替えられる。従って、前記のような方式により‘Ｂｌｏｃｋ　ｒｅｐｌａｃｅｍ
ｅｎｔ’により発生する欠陥エントリの数を減らすことができ、これは、結局として追記
型光ディスクの管理領域の効率的な使用につながる。
【００５２】
　図１３は、本発明が適用される追記型光ディスクにおける記録再生装置に関する図であ
る。記録再生装置は、光ディスクに対して記録または再生を行う記録再生部と、これを制
御する制御部とを備えている。制御部は、記録再生部に特定の領域への記録または再生指
令を送り、記録再生部は、制御部の指令に基づき特定の領域への記録再生を行う。記録再
生部１０は、具体的には、外部との通信を行うインタフェース部１２と、光ディスクにデ
ータを直接的に記録または再生するピックアップ部１１と、ピックアップ部から再生信号
を受信して所望の信号値に復元したり、記録すべき信号を光ディスクへの記録信号に変調
して送るデータプロセッサ１３と、光ディスクから正確に信号を読み込んだり、光ディス
クに正確に信号を書き込むためにピックアップ部１１を制御するサーボ部１４と、管理情
報を含み各種の情報やデータを一時保存するメモリ１５と、記録再生部内の構成要素の制
御を司るマイクロコンピュータ１６とを備えている。
【００５３】
　本発明による追記型光ディスクの記録過程について詳細に説明すれば、まず、ディスク
内の全ての管理情報が読み込まれて記録再生部内のメモリ１５に保存される。これらの管
理情報は、光ディスクへの記録または再生時に活用される。制御部２０は、光ディスク内
の特定の領域へ記録しようとする場合、これを記録指令として記録しようとする位置情報
を記録すべきデータと共に記録再生部１０に送る。記録再生部内のマイクロコンピュータ
１６は、記録指令を受信した後、メモリ１５に保存されている管理情報から制御部２０が
記録しようとする光ディスク内の領域が既に記録済みとなっているかまたは未記録である
かを判断し、未記録領域であれば、制御部２０の記録指令に従って記録を行い、記録済み
の領域であれば、この領域に記録すべきデータをデータ領域内の他の領域に代替記録する
。従って、マイクロコンピュータ１６は、代替記録される領域の位置情報とデータをサー
ボ１４とデータ－プロセッサ１３に送り、これらからのピックアップ部１４の制御により
ディスク内の所望の位置における代替記録を完了させる。
【００５４】
　また、本発明による追記型光ディスクの再生過程について詳細に説明すれば、まず、光
ディスク内の全ての管理情報が読み込まれて記録再生部内のメモリ１５に保存される。こ
れらの管理情報は、光ディスクへの記録または再生時に活用される。制御部２０は、光デ
ィスク内の特定の領域に記録された情報を再生しようとする場合、これを再生指令にして
再生を所望する位置情報を記録再生部１０に送る。記録再生部内のマイクロコンピュータ
１６は、再生指令を受信した後、メモリ１５に保存されている管理情報から制御部２０が
再生しようとする光ディスク内の領域に記録されたデータがデータ領域内の他の領域に代
替記録されたか否かを判断する。これは、前述したＴＤＦＬに記録された欠陥エントリま
たは上書きエントリ等で確認可能である。この結果、制御部２０が再生を所望する領域に
記録されているべきデータが他の領域に代替記録されていないと判断されれば、当該領域
を再生し、再生した情報を制御部２０に送り、また、他の領域に代替記録されたと判断さ
れれば、当該代替記録された領域を再生し、再生した情報を制御部２０に送る。
【００５５】
　本発明の技術的思想を逸脱することなく種々の変更、または変形的な使用が可能である
ことは本発明技術分野の当業者にとっては自明であり、従って、本発明の特許請求の範囲
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【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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