
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるように、前記記録領域のうちの
入力データが書き込まれる空き領域のアドレスの順番を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された順番で、前記空き領域に、前記入力データを書き込む書
き込み手段と、
　前記書き込み手段による前記入力データの書き込みに先だって、前記記録媒体に存在す
る前記空き領域を、第１のキューに登録するとともに、前記書き込み手段により、前記第
１のキューに登録されている前記空き領域に対する前記入力データの書き込みがなされた
とき、前記入力データが書き込まれた前記空き領域を前記第１のキューから削除し、デー
タ削除により形成された空き領域を、第２のキューに登録する登録手段と、
　前記第１のキューが空になったとき、前記第２のキューに登録されている前記空き領域
を、前記第１のキューに移動する移動手段とを備え、
　前記書き込み手段は、前記第１のキューに登録されている前記空き領域に、前記決定手
段により決定された順番で、前記入力データを書き込み、
　前記登録手段は、データ削除により形成された前記空き領域と、データが削除される直
前に前記書き込み手段により前記入力データが書き込まれた領域との位置関係に基づいて
、前記データ削除により形成された前記空き領域を前記第１のキューまたは前記第２のキ
ューに登録する
　ことを特徴とする記録装置。
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【請求項２】
　前記決定手段は、記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるように、前記
第１のキューに登録された前記入力データが書き込まれる前記空き領域の順番を決定し、
　前記移動手段は、前記第１のキューが空になったとき、その順番を保持したまま、前記
第２のキューに登録されている前記空き領域を、前記第１のキューに移動する
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記書き込み手段は、前記第１のキューおよび前記第２のキューを、前記記録媒体に書
き込む
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記記録装置が起動するとき、前記記録媒体に記録された前記第１のキューおよび前記
第２のキューを読み出す読み出し手段と
　をさらに備え、
　前記書き込み手段は、前記読み出し手段により読み出された前記第１のキューに登録さ
れている前記空き領域に、前記決定手段により決定された順番で、前記入力データを書き
込
　ことを特徴とする請求項３に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記書き込み手段は、前記入力データを書き込んだ領域の位置を示す位置情報を、前記
記録媒体に書き込む
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記記録装置が起動するとき、前記記録媒体に記録された前記位置情報を読み出す読み
出し手段と
　をさらに備え、
　前記登録手段は、前記記録媒体に存在する前記空き領域を、前記空き領域の位置と、前
記読み出し手段により読み出された位置情報が示す位置との関係に基づいて、前記第１の
キューまたは前記第２のキューに登録する
　ことを特徴とする請求項５に記載の記録装置。
【請求項７】
　記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるように、前記記録領域のうちの
入力データが書き込まれる空き領域のアドレスの順番を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップの処理で決定された順番で、前記空き領域に、前記入力データを書き
込む書き込みステップと、
　前記書き込みステップの処理での前記入力データの書き込みに先だって、前記記録媒体
に存在する前記空き領域を、第１のキューに登録するとともに、前記書き込みステップの
処理で、前記第１のキューに登録されている前記空き領域に対する前記入力データの書き
込みがなされたとき、前記入力データが書き込まれた前記空き領域を前記第１のキューか
ら削除し、データ削除により形成された空き領域を、第２のキューに登録する登録ステッ
プと、
　前記第１のキューが空になったとき、前記第２のキューに登録されている前記空き領域
を、前記第１のキューに移動する移動ステップとを含み、
　前記書き込みステップは、前記第１のキューに登録されている前記空き領域に、前記決
定ステップにより決定された順番で、前記入力データを書き込み、
　前記登録ステップは、データ削除により形成された前記空き領域と、データが削除され
る直前に前記書き込み手段により前記入力データが書き込まれた領域との位置関係に基づ
いて、前記データ削除により形成された前記空き領域を前記第１のキューまたは前記第２
のキューに登録する
　ことを特徴とする記録方法。
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【請求項８】
　記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるような、前記記録領域のうちの
入力データが書き込まれる空き領域のアドレスの順番の決定を制御する決定制御ステップ
と、
　前記決定ステップの処理で決定された順番での、前記空き領域に対する、前記入力デー
タの書き込みを制御する書き込み制御ステップと、
　前記書き込み制御ステップの処理での前記入力データの書き込みに先だっての、前記記
録媒体に存在する前記空き領域の、第１のキューへの登録を制御するとともに、前記書き
込み制御ステップの処理で、前記第１のキューに登録されている前記空き領域に対する前
記入力データの書き込みがなされたときの、前記入力データが書き込まれた前記空き領域
の前記第１のキューからの削除と、データ削除により形成された空き領域の、第２のキュ
ーへの登録を制御する登録制御ステップと、
　前記第１のキューが空になったときの、前記第２のキューに登録されている前記空き領
域の、前記第１のキューへの移動を制御する移動制御ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるとともに、
　前記書き込み制御ステップでは、前記第１のキューに登録されている前記空き領域に、
前記決定制御ステップにより決定された順番での、前記入力データの書き込みを制御し、
　前記登録制御ステップでは、データ削除により形成された前記空き領域と、データが削
除される直前に前記書き込み手段により前記入力データが書き込まれた領域との位置関係
に基づいて、前記データ削除により形成された前記空き領域を前記第１のキューまたは前
記第２のキューへの登録を制御する
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、書き換え型記録媒体の
各記録領域に対する書き換え回数が均等になるようにした記録装置および方法、並びにプ
ログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ランダムアクセス可能な記録媒体（例えば、光ディスク）は、その記録密度の高密度化に
伴い、放送を含む多くの分野で、利用されるようになってきている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば、光ディスクに対する書き換え回数は、 1000回程度が上限とされて
いる。すなわち光ディスクの特定の場所に偏って書き換えが行われると、その場所だけ書
き込み回数が上限に達し、その後、その場所への書き込みができなくなる。このように所
定の場所への書き込みができなくなるということは、光ディスク上に連続する大きな記録
領域を確保しにくくなることを意味し、その結果、例えば、シークに時間がかかるなど、
記録再生処理に不都合が生じるようになる。
【０００４】
なお、光ディスク等を記録媒体とする従来の記録装置では、光ディスク上に形成されてい
る空き領域の場所や大きさ等の情報（以下、空き領域データと称する）が、データの書き
込みまたは削除に応じて更新され、所定のタイミングで光ディスクに書き戻されるが、そ
の空き領域データに基づいて、記録媒体に対する書き込み回数を均等にするようにはなさ
れていない。
【０００５】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、ランダムアクセス可能な記録媒体
に対する書き込み回数を均等にすることができるようにするものである。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
　本発明の記録装置は、記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるように、
記録領域のうちの入力データが書き込まれる空き領域の 順番を決定する決定手
段と、決定手段により決定された順番で、空き領域に、入力データを書き込む書き込み手
段と、書き込み手段による入力データの書き込みに先だって、記録媒体に存在する空き領
域を、第１のキューに登録するとともに、書き込み手段により、第１のキューに登録され
ている空き領域に対する入力データの書き込みがなされたとき、入力データが書き込まれ
た空き領域を第１のキューから削除し、データ削除により形成された空き領域を、第２の
キューに登録する登録手段と、第１のキューが空になったとき、第２のキューに登録され
ている空き領域を、第１のキューに移動する移動手段とを備え、書き込み手段は、第１の
キューに登録されている空き領域に、決定手段により決定された順番で、入力データを書
き込

ことを特徴と
する。
【０００８】
　決定手段は、記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるように、第１のキ
ューに登録された 順番を決定し、移動手段は、第１
のキューが空になったとき、その順番を保持したまま、第２のキューに登録されている空
き領域を、第１のキューに移動することができる。
【０００９】
書き込み手段は、第１のキューおよび第２のキューを、記録媒体に書き込むことができる
。
【００１０】
　記録装置が起動するとき、記録媒体に記録された第１のキューおよび第２のキューを読
み出す読み出し手段とをさらに設け、書き込み手段には、読み出し手段により読み出され
た第１のキューに登録されている空き領域に、決定手段により決定された順番で、入力デ
ータを書き込ま ことができる。
【００１１】
順番を、空き領域のアドレスの順番、または空き領域の大きさの順番とすることができる
。
【００１２】
順番を、空き領域のアドレスの順番とし、登録手段には、データ削除により形成された空
き領域と、データが削除される直前に書き込み手段により入力データが書き込まれた領域
との位置関係に基づいて、データ削除により形成された空き領域を第１のキューまたは第
２のキューに登録させることができる。
【００１３】
書き込み手段は、入力データを書き込んだ領域の位置を示す位置情報を、記録媒体に書き
込むことができる。
【００１４】
記録装置が起動するとき、記録媒体に記録された位置情報を読み出す読み出し手段とをさ
らに設け、登録手段には、記録媒体に存在する空き領域を、空き領域の位置と、読み出し
手段により読み出された位置情報が示す位置との関係に基づいて、第１のキューまたは第
２のキューに登録させることができる。
【００１５】
　本発明の記録方法は、記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるように、
記録領域のうちの入力データが書き込まれる空き領域の 順番を決定する決定ス
テップと、決定ステップの処理で決定された順番で、空き領域に、入力データを書き込む
書き込みステップと、書き込みステップの処理での入力データの書き込みに先だって、記
録媒体に存在する空き領域を、第１のキューに登録するとともに、書き込みステップの処
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理で、第１のキューに登録されている空き領域に対する入力データの書き込みがなされた
とき、入力データが書き込まれた空き領域を第１のキューから削除し、データ削除により
形成された空き領域を、第２のキューに登録する登録ステップと、第１のキューが空にな
ったとき、第２のキューに登録されている空き領域を、第１のキューに移動する移動ステ
ップとを含み、書き込みステップは、第１のキューに登録されている空き領域に、決定ス
テップにより決定された順番で、入力データを書き込

ことを特徴とする。
【００１７】
　記録媒体の記録領域に対する書き込み回数が均等になるような、記録領域のうちの入力
データが書き込まれる空き領域の 順番の決定を制御する決定制御ステップと、
決定ステップの処理で決定された順番での、空き領域に対する、入力データの書き込みを
制御する書き込み制御ステップと、書き込み制御ステップの処理での入力データの書き込
みに先だっての、記録媒体に存在する空き領域の、第１のキューへの登録を制御するとと
もに、書き込み制御ステップの処理で、第１のキューに登録されている空き領域に対する
入力データの書き込みがなされたときの、入力データが書き込まれた空き領域の第１のキ
ューからの削除と、データ削除により形成された空き領域の、第２のキューへの登録を制
御する登録制御ステップと、第１のキューが空になったときの、第２のキューに登録され
ている空き領域の、第１のキューへの移動を制御する移動制御ステップとを含む処理をコ
ンピュータに実行させるとともに、書き込み制御ステップでは、第１のキューに登録され
ている空き領域に、決定制御ステップにより決定された順番での、入力データの書き込み
を制御

ことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の記録装置および方法、並びにプログラムにおいては、記録媒体の記録領域に対
する書き込み回数が均等になるように、記録領域のうちの入力データが書き込まれる空き
領域の 順番が決定され、決定された順番で、空き領域に、入力データが書き込
まれる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した記録装置１の構成例を示している。
【００２１】
記録装置１は、光ディスク２にデータを記録したり、光ディスク２に記録されているデー
タを削除するなどの編集処理を行う。
【００２２】
記録装置１は、図１に示すように、入力データ処理部１１乃至制御部１６より構成されて
いる。
【００２３】
入力データ処理部１１は、ビデオ／オーディオインタフェース、エンコーダ、およびバッ
ファメモリ等から構成され、例えば、図示せぬ撮像装置から入力された画像信号またはマ
イクロフォンから入力された音声信号にエンコード処理や音声処理を施し、その結果得ら
れたデータを、制御部１６を介して、ドライブ１５に供給する。
【００２４】
記憶部１２は、制御部１６が行う編集処理において必要なデータを記憶したり、記憶して
いるデータを制御部１６に供給する。
【００２５】
操作部１３は、所定の指令を制御部１６に入力するとき、ユーザにより適宜操作される。
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表示部１４は、制御部１６から供給されたデータに対応するメッセージや画像を表示する
。
【００２６】
ドライブ１５は、制御部１６を介して入力された、入力データ処理部１１からの入力デー
タを、光ディスク２に記録したり、光ディスク２に記録されているデータを削除する処理
を行う。
【００２７】
制御部１６は、各部を制御する。
【００２８】
記録装置１における編集処理の概略を、図２のフローチャートを参照して説明する。なお
ここでは、簡単のために、図２のフローチャートに示す順番に従って各処理を説明するが
、ステップＳ１における起動処理、ステップＳ３におけるデータ記録処理、およびステッ
プＳ５におけるデータ削除処理は、それぞれ独立して行うようにすることもできるし、他
の装置で行われるようにすることもできる。
【００２９】
ステップＳ１において、制御部１６は、例えば、電源が投入等されたとき、記録装置１を
起動する処理を行う。ここでの処理の詳細は、図３のフローチャートを参照して後述する
。
【００３０】
次に、ステップＳ２において、制御部１６は、操作部１３から、データの記録が要求され
たか否かを判定し、データの記録が要求されたと判定した場合、ステップＳ３に進み、ド
ライブ１５を制御して、入力データ処理部１１より入力されたデータを光ディスク２に記
録させる。ここでの処理の詳細は、図７のフローチャートを参照して後述する。
【００３１】
ステップＳ２で、データの記録が要求されていないと判定されたとき、またはステップＳ
３でデータが記録されたとき、ステップＳ４に進み、制御部１６は、操作部１３から、デ
ータの削除が要求されたか否かを判定し、データの削除が要求されたと判定した場合、ス
テップＳ５に進み、要求されたデータを削除する。ここでの処理の詳細は、図８のフロー
チャートを参照して後述する。
【００３２】
ステップＳ４で、データの削除が要求されなかったと判定されたとき、またはステップＳ
５で、データが削除されたとき、ステップＳ６に進み、制御部１６は、編集終了が要求さ
れたか否かを判定し、その要求があったと判定した場合、ステップＳ７に進む。例えば、
光ディスク２が取り出された場合、編集終了が要求されたものとして、ステップＳ７に進
む。
【００３３】
ステップＳ７において、制御部１６は、ドライブ１５を制御して、空き領域データ（従来
の記録装置において利用されている、空き領域の大きさや場所等の情報）とともに、ステ
ップＳ１，Ｓ３，Ｓ５の処理で作成された空き領域書換管理データを、光ディスク２に記
録させる。
【００３４】
なお、ステップＳ７の処理は、光ディスク２が取り出されるとき、または電源がオフされ
たときに行われるようにすることもできる。
【００３５】
その後、処理は終了する。
【００３６】
次に、図３のフローチャートを参照して、図２のステップＳ１における起動処理を説明す
る。
【００３７】
ステップＳ１１において、制御部１６は、図４に示すように、カレントキュー１０１、ネ
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クストキュー１０２、書き込み回数の欄１０３、および記録開始位置の欄１０４を、記憶
部１２上に作成する。なお、作成されたカレントキュー１０１乃至記録開始位置の欄１０
４は、空の状態とされている。
【００３８】
次に、ステップＳ１２において、制御部１６は、光ディスク２に空き領域書換管理データ
が記録されているか否かを判定し、記録されていないと判定した場合、ステップＳ１３に
進む。記録装置１により、データの書き込みや削除（編集処理）が行われていない光ディ
スク２（すなわち、図２のステップＳ７で、空き領域書換管理データが記録されていない
光ディスク２）には、空き領域書換管理データが記録されていないので、そのような光デ
ィスク２が装着されたとき、ステップＳ１３に進む。
【００３９】
ステップＳ１３において、制御部１６は、光ディスク２に空き領域データが記録されてい
るか否かを判定し、空き領域データが記録されていないと判定した場合、ステップＳ１４
に進む。出荷時のままの状態で、記録装置１や従来の記録装置により、データの書き込み
や削除がまだなされていない光ディスク２には、空き領域データも記録されていないので
、そのような光ディスク２が装着されたとき、ステップＳ１４に進む。
【００４０】
ステップＳ１４において、制御部１６は、記憶部１２に作成したカレントキュー１０１に
、装着時の光ディスク２に存在するすべての空き領域の領域情報（この例の場合、空き領
域の領域開始位置および大きさ）を、空き領域のアドレス上の位置の順に設定する。
【００４１】
例えば、光ディスク２に、図５に示すように、空き領域Ａ乃至空き領域Ｄが存在する場合
、カレントキュー１０１には、図６に示すように、空き領域Ａ乃至空き領域Ｄの領域先頭
位置、およびその大きさが、領域先頭位置の順に設定される。ここで空き領域の位置は、
例えば、論理セクタ番号のブロック毎の順番を表す論理ブロック番号で表され、その大き
さは、空き領域に属するブロック数で表される。
【００４２】
なお、以下において、適宜、このように領域情報が設定されることを、空き領域が登録さ
れる、と記載する。
【００４３】
次に、ステップＳ１５において、制御部１６は、図６に示すように、記憶部１２に作成さ
れた書き込み回数の欄１０３に１を初期設定し、ステップＳ１６において、記録開始位置
の欄１０４に、光ディスク２の先頭位置（位置 00000）を初期設定する。図５中、上向き
の矢印は、記録開始位置を表している。他の図においても同様である。
【００４４】
ステップＳ１３で、空き領域データが記録されていると判定された場合、ステップＳ１７
に進み、制御部１６は、空き領域データに示される空き領域の領域情報を、空き領域のア
ドレス上の位置の順に、記憶部１２のカレントキュー１０１に登録する。その後、処理は
、ステップＳ１５に進む。
【００４５】
ステップＳ１２で、空き領域書換管理データが記録されていると判定された場合、ステッ
プＳ１８に進む。なお、空き領域書換管理データとは、結局、図６に示したようなカレン
トキュー１０１乃至記録開始位置の欄１０４のそれぞれに設定されているデータ全体をい
い、このデータは、編集処理がなされた光ディスク２に、ステップＳ７で記録される。
【００４６】
ステップＳ１８において、制御部１６は、その空き領域書換管理データに含まれる、カレ
ントキュー１０１に登録されていた空き領域（その領域情報）を、記憶部１２に生成した
カレントキュー１０１に登録し、空き領域書換管理データに含まれる、ネクストキュー１
０２に登録されていた空き領域を、記憶部１２に生成したネクストキュー１０２に登録す
る。そしてステップＳ１９において、制御部１６は、空き領域書換管理データに含まれる
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、書き込み回数の欄１０３に設定されていた値を、記憶部１２に生成した書き込み回数の
欄１０３に設定し、ステップＳ２０において、空き領域書換管理データに含まれる、記録
開始位置の欄１０４に設定されていた値を、記憶部１２の記録開始位置の欄１０４に設定
する。
【００４７】
すなわち、ステップＳ１８乃至ステップＳ２０の処理により、光ディスク２に空き領域書
換管理データが、記憶部１２に読み込まれる。
【００４８】
ステップＳ１６またはステップＳ２０で、記録開始位置の欄１０４に所定の値が設定され
たとき、処理は、図２のステップＳ２に進む。
【００４９】
次に、図２のステップＳ３におけるデータ記録処理を、図７のフローチャートを参照して
、図２のステップＳ５におけるデータ削除処理を、図８を参照して説明するが、はじめに
それぞれのフローチャートに従ってその概略を説明し、その後、具体例に基づいて再度説
明する。
【００５０】
はじめにデータ記録処理を説明する。すなわち図７のステップＳ３１において、制御部１
６は、図３のステップＳ１４、ステップＳ１７、またはステップＳ１８で、記憶部１２に
生成されたカレントキュー１０１に空き領域が登録されているか否かを判定し、空き領域
が登録されていると判定した場合、ステップＳ３２に進み、カレントキュー１０１に登録
されている空き領域のうち、アドレス上最も前方に位置する（光ディスク２の先頭に最も
近い）空き領域を、データを書き込む領域に決定する。
【００５１】
次に、ステップＳ３３において、制御部１６は、ドライブ１５を制御して、光ディスク２
上の、ステップＳ３２で決定した空き領域に、入力データ処理部１１により入力されたデ
ータを記録させる。
【００５２】
ステップＳ３４において、制御部１６は、データが書き込まれた空き領域の領域情報を、
書き込まれたデータ量に応じて変更する。具体的には、領域開始位置と大きさが、データ
が書き込まれた後に形成された空き領域のものを示すように変更される。
【００５３】
ステップＳ３５において、制御部１６は、記録すべきデータのすべてが光ディスク２に記
録されたか否かを判定し、記録すべきデータがまだ記録されずに残っていると判定した場
合、ステップＳ３１に戻り、それ以降の処理を実行する。
【００５４】
ステップＳ３５で、記録すべきデータがすべて記録されたと判定された場合、ステップＳ
３６に進み、制御部１６は、記憶部１２の記録開始位置の欄１０４の記録開始位置を、デ
ータの書き込み終了位置（ステップＳ３３の処理で最後のデータが書き込まれた場所の位
置）に変更する。
【００５５】
ステップＳ３１で、カレントキュー１０１に空き領域が登録されていないと判定された場
合、ステップＳ３７に進み、制御部１６は、記憶部１２の書き込み回数の欄１０３の書き
込み回数を１だけインクリメントするとともに、ステップＳ３８において、記録開始位置
の欄１０４の記録開始位置を、光ディスク２の先頭（位置 00000）に戻す。
【００５６】
次に、ステップＳ３９において、制御部１６は、ネクストキュー１０２に登録されている
空き領域をカレントキュー１０１に移す。ネクストキュー１０２は、その結果空になる。
【００５７】
ステップＳ４０において、制御部１６は、カレントキュー１０１に空き領域が登録されて
いるか否かを判定し、登録されていると判定した場合、ステップＳ３２に戻り、それ以降
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の処理を実行する。
【００５８】
ステップＳ４０で、カレントキュー１０１に空き領域が登録されていないと判定された場
合、ステップＳ４１に進み、制御部１６は、表示部１４を制御して、記録不可を示すエラ
ーメッセージを表示させる。
【００５９】
ステップＳ３６で、記録開始位置の欄１０４の記録開始位置が変更されたとき、またはス
テップＳ４１でエラーメッセージが表示されたとき、処理は、図２のステップＳ４に進む
。
【００６０】
次に、図２のステップＳ５のデータ削除処理を、図８のフローチャートを参照して説明す
る。
【００６１】
ステップＳ５１において、制御部１６は、ドライブ１５を制御して、例えば、操作部１３
による操作により指定されたデータを光ディスク２から削除する。
【００６２】
なおここで削除には、データが実際に削除されることの他、データが削除されたものとし
て取り扱われるようになったことも含む。
【００６３】
次に、ステップＳ５２において、制御部１６は、ステップＳ５１でデータが削除された領
域（空き領域となった領域）（または、データが削除されたものとされた領域）が、記憶
部１２の記録開始位置の欄１０４の記録開始位置より前方にあるか否かを判定し、前方に
あると判定した場合、ステップＳ５３に進み、データが削除された領域（空き領域）を、
ネクストキュー１０２に登録する。なおこのときネクストキュー１０２に設定されている
空き領域情報は、領域先頭位置の順番でソートされる。
【００６４】
ステップＳ５４において、制御部１６は、ネクストキュー１０２内に、隣接する空き領域
が登録されているか否かを判定し、そのような空き領域が登録されていると判定した場合
、ステップＳ５５に進み、それらの領域情報を統合する。
【００６５】
ステップＳ５４で、隣接する空き領域が登録されていないと判定された場合、またはステ
ップＳ５５で領域情報が統合された場合、処理は、図２のステップＳ６に進む。
【００６６】
ステップＳ５２で、データが削除された領域は、記録開始位置の欄１０４の記録開始位置
より前方ではない（後方である）と判定された場合、ステップＳ５６に進み、制御部１６
は、データが削除された領域（空き領域）を、カレントキュー１０１に登録する。なおこ
のときカレントキュー１０１に設定された領域情報は、領域先頭位置の順番でソートされ
る。
【００６７】
ステップＳ５７において、制御部１６は、カレントキュー１０１内に、隣接する空き領域
が登録されているか否かを判定し、そのような空き領域が登録されていると判定した場合
、ステップＳ５８に進み、それらの領域情報を統合する。
【００６８】
ステップＳ５７で、隣接する空き領域が登録されてないと判定されたとき、またはステッ
プＳ５８で、隣接する空き領域の領域情報が統合されたとき、処理は、図２のステップＳ
６に進む。
【００６９】
次に、具体例に基づいてデータ記録処理（図２のステップＳ３（図７））およびデータ削
除処理（ステップＳ５（図８））を再度説明する。
【００７０】
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はじめに、図５に示すような空き領域を有する光ディスク２に大きさ 4000のデータを記録
するものとする。
【００７１】
この場合、記憶部１２には、図６に示すような、カレントキュー１０１、ネクストキュー
１０２、書き込み回数の欄１０３、および記録開始位置の欄１０４が記憶部１２に記憶さ
れているので、図７のステップＳ３１で、 YESの判定がなされ、ステップＳ３２に進み、
カレントキュー１０１に登録されている空き領域のうち、アドレス上最も前方に位置する
空き領域Ａが、データが書き込まれる領域に決定される。ステップＳ３３で、図９に示す
ように、大きさ 4000のデータが、空き領域Ａの先頭（位置 01000）から書き込まれる。そ
してステップＳ３４で、図１０に示すように、大きさ 4000のデータが書き込まれた空き領
域Ａの領域情報が、「領域先頭位置＝ 05000，大きさ＝ 3000」に変更される。なおこのよ
うに領域情報が変更された空き領域Ａを空き領域Ａ’と称する。
【００７２】
ステップＳ３５で、記録すべき大きさ 4000のデータは、すべて空き領域Ａに書き込まれた
ので、 YESの判定がなされ、ステップＳ３６に進む。ステップＳ３６で、記録開始位置の
欄１０４の記録開始位置が、図１０に示すように、位置 05000に変更された後、処理は、
図２のステップＳ４に進む。
【００７３】
続けて大きさ 7000のデータを記録するものとする。この場合、ステップＳ３１で、カレン
トキュー１０１（図１０）には空き領域Ａ’乃至Ｄが登録されているので、 YESの判定が
され、ステップＳ３２に進み、空き領域Ａ’が、データが書き込まれる領域に決定される
。ステップＳ３３で、大きさ 7000のデータのうち、大きさ 3000のデータが、空き領域Ａ’
に書き込まれる。そしてステップＳ３４で、図１１に示すように、大きさ 3000のデータが
書き込まれた空き領域Ａ’の領域情報が、カレントキュー１０１から削除される。
【００７４】
ステップＳ３５で、記録すべきデータがまだ残っている（大きさ 4000のデータがまだ残っ
ている）と判定され、ステップＳ３１を介して再びステップＳ３２に進む。
【００７５】
ステップＳ３２で、今度は、空き領域Ｂ（図１１）が、データが書き込まれる領域に決定
され、ステップＳ３３で、残りの大きさ 4000のデータが、図１２に示すように、空き領域
Ｂの先頭（位置 10000）から書き込まれる。そして、ステップＳ３４で、図１３に示すよ
うに、大きさ 4000のデータが書き込まれた空き領域Ｂの領域情報が、「領域先頭位置＝ 14
000，大きさ＝ 5000」に変更される。なおこのように領域情報が変更された空き領域Ｂを
空き領域Ｂ’と称する。
【００７６】
ステップＳ３５で、記録すべき大きさ 7000のすべてが記録されたと判定され、ステップＳ
３６に進む。ステップＳ３６で、記録開始位置の欄１０４の記録開始位置が、図１３に示
すように、位置 14000に変更された後、処理は、図２のステップＳ４に進む。
【００７７】
次に、図１２に示したようにデータが記録されている光ディスク２の位置 26000から大き
さ 2000のデータを削除するものとする。なおこのとき記憶部１２には、図１３に示したよ
うな、カレントキュー１０１、ネクストキュー１０２、書き込み回数の欄１０３、および
記録開始位置の欄１０４が記憶されている。
【００７８】
この場合、図８のステップＳ５１で、図１４に示すように、位置 26000から大きさ 2000の
データが削除される。ステップＳ５２で、データが削除された領域（空き領域Ｅ）は、記
録開始位置の欄１０４の記録開始位置（位置 14000）（図１４中、上向きの矢印で示され
ている位置）の前方にないので（後方にあるので）、 NOの判定がなされ、ステップＳ５６
に進む。
【００７９】
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ステップＳ５６で、図１５に示すように、空き領域Ｅがカレントキュー１０１に登録され
る。なお、領域情報は、領域先頭位置の順番でソートされるので、空き領域Ｅの領域情報
「領域先頭位置＝ 26000，大きさ＝ 2000」は空き領域Ｃの領域情報と空き領域Ｄの領域情
報の間に設定される。
【００８０】
ステップＳ５７で、いまの場合、カレントキュー１０１に登録されている空き領域Ｃおよ
び空き領域Ｅが隣接しているので、 YESの判定がなされ、ステップＳ５８に進み、図１６
および図１７に示すように、空き領域Ｃの領域情報と空き領域Ｅの領域情報が、空き領域
Ｆの領域情報として統合される。その後、処理は、図２のステップＳ６に進む。
【００８１】
続けて、位置 01000から大きさ 4000のデータを削除するものとする。この場合、ステップ
Ｓ５１で、図１８に示すように、そのデータが削除されると、ステップＳ５２で、データ
が削除された領域（空き領域Ｇ）は、記録開始位置の欄１０４の記録開始位置（位置 1400
0）の前方にあるので、 YESの判定がなされ、ステップＳ５３で、図１９に示すように、空
き領域Ｇが、ネクストキュー１０２に登録される。
【００８２】
ステップＳ５４で、いまの場合、ネクストキュー１０２には、隣接する空き領域が登録さ
れていないので、 NOの判定がなされ、処理は、図２のステップＳ６に進む。
【００８３】
さらに続けて、位置 12000から大きさ 2000のデータを削除するものとする。ステップＳ５
１で、図２０に示すように、そのデータが削除されると、ステップＳ５２で、データが削
除された領域（空き領域Ｈ）は、記録開始位置の欄１０４の記録開始位置（位置 14000）
の前方にあるので、 YESの判定がなされ、ステップＳ５３に進む。
【００８４】
ステップＳ５３で、図２１に示すように、空き領域Ｈがネクストキュー１０２に登録され
る。領域情報は、領域先頭位置の順番でソートされるので、空き領域Ｈの領域情報「領域
先頭位置＝ 12000，大きさ＝ 2000」は空き領域Ｇの領域情報の次に設定される。
【００８５】
ステップＳ５４で、ネクストキュー１０２に登録されている空き領域Ｇと空き領域Ｈは隣
接していないので、 NOの判定がなされ、処理は、図２のステップＳ６に進む。なお、図２
０上では、空き領域Ｈと空き領域Ｂ’は隣接しているが、空き領域Ｈはネクストキュー１
０２に登録され、空き領域Ｂ’はカレントキュー１０１に設定されているので、それらが
統合されることはない。
【００８６】
今度は、図２０に示したようにデータが記録されている光ディスク２に対して、データの
記録を繰り返し（図７のステップＳ３１乃至ステップＳ３６の処理が繰り返し行われ）、
図２２に示すように、記録開始位置の欄１０４の記録開始位置（位置 39000）以降に空き
領域が存在しなくなったときに、さらにデータを記録するものとする。
【００８７】
なお、このとき記憶部１２には、この図２３に示すような、カレントキュー１０１、ネク
ストキュー１０２、書き込み回数の欄１０３、および記録開始位置の欄１０４が記憶部１
２に記憶されている。
【００８８】
この場合、図７のステップＳ３１で、カレントキュー１０１が空になったときにＮＯの判
定がなされ、ステップＳ３７に進み、図２４に示すように、書き込み回数の欄１０３の書
き込み回数が１だけインクリメントされて２となり、ステップＳ３８で、記録開始位置の
欄１０４の記録開始位置が、図２４に示すように、光ディスク２の先頭（位置 00000）に
戻される（図２５）。
【００８９】
ステップＳ３９で、ネクストキュー１０２（図２４）に登録されている空き領域Ｇ，Ｈの
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領域情報が、図２６に示すようにカレントキュー１０１に移される。そのため、ステップ
Ｓ４０で、 YESの判定がなされ、ステップＳ３２に進む。
【００９０】
ステップＳ３２で、空き領域Ｇが、データが書き込まれる領域に決定され、ステップＳ３
３で、空き領域Ｇにデータが書き込まれる。
【００９１】
さらにデータの記録が行われ、図２７に示すように、カレントキュー１０１が再び空にな
ったときにおいて（光ディスク２が、図２８に示すようにデータが記録されたときにおい
て）、さらにデータを記録するものとする。なお、このとき記録開始位置の欄１０４の記
録開始位置は、位置 14000となっている。
【００９２】
この場合、ステップＳ３１で、カレントキュー１０１には空き領域が登録されていないの
で、 NOの判定がされ、ステップＳ３７に進み、図２９に示すように、書き込み回数の欄１
０３の書き込み回数が１だけインクリメントされて３となり、ステップＳ３８で、記録開
始位置の欄１０４の記録開始位置が、図２９に示すように、光ディスク２の先頭（位置 00
000）に戻される（図３０）。
【００９３】
ステップＳ３９で、ネクストキュー１０２に登録されている空き領域がカレントキュー１
０１に移される。この場合、図２９に示すように、ネクストキュー１０２は空となってい
るので、結局、カレントキュー１０１には空き領域が登録されない。すなわち、ステップ
Ｓ４０で、 NOの判定がなされ、ステップＳ４１において、記録不可を示すエラーメッセー
ジが表示部１４に表示される。
【００９４】
以上のようにしてデータ記録およびデータ削除を制御することにより、例えば、図２０の
例のように、位置 12000乃至位置 14000のデータが削除された場合、その領域（空き領域Ｈ
）に対しては、空き領域Ｂ’、空き領域Ｆ、および空き領域Ｄ、そして空き領域Ｇへの書
き込みが行われた後でなければ、書き込みがなされないので、空き領域Ｈ（一定の場所）
に対する書き込みの繰り返しを防止することができる。すなわち光ディスク２の各記録領
域に対する書き換え回数を均等にすることができる。
【００９５】
また、光ディスク２の各セクタの書き換え回数を管理することで、各セクタへのデータの
書き換え回数を均等にすることも考えられるが、１００万個のセクタの書き換え回数をそ
れぞれ２バイトでカウントすると、約２ＭＢの記憶容量が必要となり、またカウントした
書き換え回数に基づいて書き換え場所を決定するには、複雑な計算が必要となり決定まで
に時間がかかるので、このようにして書き換え回数を均等にすることは現実的ではない。
【００９６】
これに対して本発明では、記憶するデータは、カレントキュー１０１乃至記録開始位置の
欄１０４のデータだけであるとともに、書き換え場所は、カレントキュー１０１に登録さ
れている空き領域の位置に基づいて決定されるので、複雑な計算を必要としない。
【００９７】
また、以上においては、起動時において、図３に示すように、その空き領域書換管理デー
タが記録されているとき（ステップＳ１２）、カレントキュー１０１またはネクストキュ
ー１０２には、空き領域書換管理データに示される空き領域が登録されたが（ステップＳ
１８）、空き領域書換管理データのうちの記録開始位置の欄１０４に設定されていたデー
タ（記録開始位置）に基づいて、いま光ディスク２に存在する空き領域を、カレントキュ
ー１０１またはネクストキュー１０２に振り分けて登録することもできる。
【００９８】
この例の場合の起動処理を、図３１のフローチャートを参照して説明する。
【００９９】
ステップＳ６１において、制御部１６は、図４に示すように、カレントキュー１０１、ネ
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クストキュー１０２、書き込み回数の欄１０３、および記録開始位置の欄１０４を、記憶
部１２上に作成する。
【０１００】
次に、ステップＳ６２において、制御部１６は、光ディスク２に空き領域書換管理データ
として記録開始位置が記録されているか否かを判定し、記録されていると判定した場合、
ステップＳ６８に進み、その記録開始位置を読み出すとともに、装着時の光ディスク２に
存在する空き領域のうち、読み出した記録開始位置より後方に位置する空き領域を、カレ
ントキュー１０１に登録し、その前方に位置する空き領域を、ネクストキュー１０２に登
録する。
【０１０１】
次に、ステップＳ６９において、制御部１６は、書き込み回数の欄１０３を１に初期設定
し、ステップＳ７０において、記録開始位置の欄１０４に、ステップＳ６８で読み出した
記録開始位置を設定する。
【０１０２】
ステップＳ６３乃至ステップＳ６７においては、図３のステップＳ１３乃至ステップＳ１
７における場合と同様の処理が行われるので、その説明を省略する。
【０１０３】
さらに、以上においては、空き領域の位置を基準に、データを書き込む領域を決定したが
、空き領域の大きさを基準に、データを書き込む領域を決定することもできる。以下にお
いて、この場合における図２のステップＳ１における起動処理、ステップＳ３におけるデ
ータ記録処理、およびステップＳ５におけるデータ削除処理を説明する。
【０１０４】
はじめに、起動処理を、図３２のフローチャートを参照して説明する。
【０１０５】
ステップＳ８１において、制御部１６は、図３３に示すように、カレントキュー１０１、
ネクストキュー１０２、および書き込み回数の欄１０３を、記憶部１２上に作成する（記
録開始位置の欄は設けられない）。なお、作成されたカレントキュー１０１乃至書き込み
回数の欄１０３は、空の状態とされている。
【０１０６】
ステップＳ８２，８３においては、図３のステップＳ１２，Ｓ１３における場合と同様の
処理が行われるので、その説明は省略する。
【０１０７】
ステップＳ８３で、光ディスク２に空き領域データが記録されていないと判定された場合
、ステップＳ８４において、制御部１６は、記憶部１２に作成したカレントキュー１０１
に、装着時の光ディスク２に存在するすべての空き領域の領域情報（空き領域の領域開始
位置および大きさ）を、空き領域の大きさの順に設定する。
【０１０８】
例えば、光ディスク２に、図５に示したように、空き領域Ａ乃至空き領域Ｄが存在する場
合、カレントキュー１０１には、図３３に示すように、空き領域Ｂ乃至空き領域Ｃの領域
先頭位置およびその大きさが、大きさの順に設定される。なお、大きさが同じである場合
、領域先頭位置の順に従う。
【０１０９】
次に、ステップＳ８５において、制御部１６は、図３３に示すように、記憶部１２に作成
された書き込み回数の欄１０３に１を初期設定する。
【０１１０】
ステップＳ８３で、空き領域データが記録されていると判定された場合、ステップＳ８６
に進み、制御部１６は、空き領域データに示される空き領域の領域情報を、空き領域の大
きさの順に、記憶部１２のカレントキュー１０１に登録する。その後処理は、ステップＳ
８５に進む。
【０１１１】
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ステップＳ８２で、空き領域書換管理データが記録されていると判定された場合、ステッ
プＳ８７に進む。なお、ここでの空き領域書換管理データとは、結局、図３３に示したよ
うなカレントキュー１０１乃至書き込み回数の欄１０３のそれぞれに設定されているデー
タ全体をいい、このデータは、編集処理がなされた光ディスク２に、ステップＳ７で記録
される。
【０１１２】
ステップＳ８７において、制御部１６は、その空き領域書換管理データに含まれる、カレ
ントキュー１０１に登録されていた空き領域（その領域情報）を、記憶部１２に生成した
カレントキュー１０１に登録し、空き領域書換管理データに含まれる、ネクストキュー１
０２に登録されていた空き領域を、記憶部１２に生成したネクストキュー１０２に登録す
る。そしてステップＳ８８において、制御部１６は、空き領域書換管理データに含まれる
、書き込み回数の欄１０３に設定されていた値を、記憶部１２に生成した書き込み回数の
欄１０３に設定する。
【０１１３】
ステップＳ８５またはステップＳ８８で、書き込み回数の欄１０３に所定の値が設定され
たとき、処理は、図２のステップＳ２に進む。
【０１１４】
次に、この例におけるデータ記録処理（図２のステップＳ３）を、図３４のフローチャー
トを参照して説明する。
【０１１５】
ステップＳ９１において、制御部１６は、図３２のステップＳ８４、ステップＳ８６、ま
たはステップＳ８７で、記憶部１２に生成されたカレントキュー１０１に空き領域が登録
されているか否かを判定し、空き領域が登録されていると判定した場合、ステップＳ９２
に進み、登録されている空き領域のうち、大きさが最も大きい空き領域を、データを書き
込む領域に決定する。
【０１１６】
次に、ステップＳ９３において、制御部１６は、ドライブ１５を制御して、光ディスク２
上の、ステップＳ９２で決定した空き領域に、入力データ処理部１１により入力されたデ
ータを記録させる。
【０１１７】
ステップＳ９４において、制御部１６は、データが書き込まれた空き領域の領域情報を、
書き込まれたデータ量に応じて変更する。
【０１１８】
次に、ステップＳ９５において、制御部１６は、記録すべきデータのすべてが光ディスク
２に記録されたか否かを判定し、記録すべきデータがまだ記録されずに残っていると判定
した場合、ステップＳ９１に戻り、それ以降の処理を実行する。
【０１１９】
ステップＳ９１で、カレントキュー１０１に空き領域が登録されていないと判定された場
合、ステップＳ９６に進み、制御部１６は、記憶部１２の書き込み回数の欄１０３の書き
込み回数を１だけインクリメントする。
【０１２０】
次に、ステップＳ９７において、制御部１６は、ネクストキュー１０２に登録されている
空き領域をカレントキュー１０１に移す。その結果、ネクストキュー１０２は空になる。
【０１２１】
ステップＳ９８において、制御部１６は、カレントキュー１０１に空き領域が登録されて
いるか否かを判定し、登録されていると判定した場合、ステップＳ９２に戻り、それ以降
の処理を実行する。
【０１２２】
ステップＳ９８で、カレントキュー１０１に空き領域が登録されていないと判定された場
合、ステップＳ９９に進み、制御部１６は、表示部１４を制御して、記録不可を示すエラ
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ーメッセージを表示させる。
【０１２３】
ステップＳ９５で、記録すべきデータがすべて記録されたと判定されたとき、またはステ
ップＳ９９でエラーメッセージが表示されたとき、処理は、図２のステップＳ４に進む。
【０１２４】
次に、この例におけるデータ削除処理（図２のステップＳ５）を、図３５のフローチャー
トを参照して説明する。
【０１２５】
ステップＳ１０１において、制御部１６は、ドライブ１５を制御して、例えば、操作部１
３による操作により指定されたデータを光ディスク２から削除する。
【０１２６】
ステップＳ１０２において、制御部１６は、ステップＳ１０１でデータが削除された領域
（空き領域となった領域）を、ネクストキュー１０２に登録する。
【０１２７】
ステップＳ１０３において、制御部１６は、ネクストキュー１０２内に、隣接する空き領
域が登録されているか否かを判定し、そのような空き領域が登録されていると判定した場
合、ステップＳ１０４に進み、それらの領域情報を統合する。
【０１２８】
ステップＳ１０３で、隣接する空き領域が登録されていないと判定された場合またはステ
ップＳ１０４で、空き領域の領域情報が統合された場合、処理は、図２のステップＳ６に
進む。
【０１２９】
次に具体例に基づいてデータ記録処理（図３４）およびデータ削除処理（図３５）を再度
説明する。
【０１３０】
はじめに、図５に示すような空き領域を有する光ディスク２に大きさ 4000のデータを記録
するものとする。
【０１３１】
この場合、記憶部１２には、図３３に示すような、カレントキュー１０１、ネクストキュ
ー１０２、および書き込み回数の欄１０３が記憶されているので、図３４のステップＳ９
１で、 YESの判定がなされ、ステップＳ９２に進み、カレントキュー１０１に登録されて
いる空き領域のうち、最も大きい空き領域Ｂが、データが書き込まれる領域に決定される
。ステップＳ９３で、図３６に示すように、大きさ 4000のデータが、空き領域Ｂの先頭（
位置 10000）から書き込まれる。そしてステップＳ９４で、図３７に示すように、大きさ 4
000のデータが書き込まれた空き領域Ｂの領域情報が、「領域先頭位置＝ 14000，大きさ＝
5000」に変更される。なお、このように領域情報が変更された空き領域Ｂを空き領域Ｂ’
’と称する。カレントキュー１０１に設定された領域情報は、大きさの順にソートされる
ので、空き領域Ｂ’’の領域情報は、最後に設定される。
【０１３２】
ステップＳ９５で、記録すべき大きさ 4000のデータは、すべて空き領域Ｂに書き込まれた
ので、 YESの判定がなされ、処理は、図２のステップＳ４に進む。
【０１３３】
続けて大きさ 9000のデータを記録するものとする。この場合、ステップＳ９１で、カレン
トキュー１０１（図３７）には空き領域Ｄ乃至Ｂ’’が登録されているので、 YESの判定
がなされ、ステップＳ９２に進み、大きさが最も大きい空き領域Ｄが、データが書き込ま
れる領域に決定される。ステップＳ９３で、大きさ 9000のデータが、図３８に示すように
、その空き領域Ｄの先頭（位置 30000）から書き込まれる。そしてステップＳ９４で、大
きさ 9000のデータが書き込まれた空き領域Ｄの領域情報が、図３９に示すように、カレン
トキュー１０１から削除される。
【０１３４】
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ステップＳ９５で、記録すべき大きさ９ 000のデータのすべてが、空き領域Ｄに記録され
たので、 YESの判定がなされ、処理は、図２のステップＳ４に進む。
【０１３５】
次に、上述したように空き領域Ｄに記録された大きさ 9000のデータ（図３８）を削除する
ものとする。
【０１３６】
この場合、図３５のステップＳ１０１で、図４０に示すように、そのデータが削除される
と、ステップＳ１０２で、データが削除された領域（空き領域Ｅ）が、図４１に示すよう
に、ネクストキュー１０２に登録される。
【０１３７】
ステップＳ１０３で、いまの場合、ネクストキュー１０２には隣接する空き領域が登録さ
れていないので、 NOの判定がなされ、処理は、図２のステップＳ６に進む。
【０１３８】
以上のようにしてデータ記録処理およびデータ削除処理を制御することにより、例えば、
図４０の例のように、位置 30000乃至位置 39000のデータが削除された場合、その領域（空
き領域Ｅ）は、空き領域Ａ、空き領域Ｃ、そして空き領域Ｂ’’への書き込みが行われた
後でなければ（図４１）、書き込みがなされないので、空き領域Ｅ（一定の場所）に対す
る書き込みの繰り返しを防止することができる。すなわち光ディスク２の各記録領域にお
ける書き換え回数を均等にすることができる。
【０１３９】
上述した一連の処理は、ハードウエアにより実現させることもできるが、ソフトウエアに
より実現させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実現する場合には、その
ソフトウエアを構成するプログラムがコンピュータにインストールされ、そのプログラム
がコンピュータで実行されることより、上述した記録装置１が機能的に実現される。
【０１４０】
図４２は、上述のような記録装置１として機能するコンピュータ５０１の一実施の形態の
構成を示すブロック図である。 CPU（ Central Processing Unit）５１１にはバス５１５を
介して入出力インタフェース５１６が接続されており、 CPU５１１は、入出力インタフェ
ース５１６を介して、ユーザから、キーボード、マウスなどよりなる入力部５１８から指
令が入力されると、例えば、 ROM（ Read Only Memory）５１２、ハードディスク５１４、
またはドライブ５２０に装着される磁気ディスク５３１、光ディスク５３２、光磁気ディ
スク５３３、若しくは半導体メモリ５３４などの記録媒体に格納されているプログラムを
、 RAM（ Random Access Memory）５１３にロードして実行する。これにより、上述した各
種の処理が行われる。さらに、 CPU５１１は、その処理結果を、例えば、入出力インタフ
ェース５１６を介して、 LCD（ Liquid Crystal Display）などよりなる出力部５１７に必
要に応じて出力する。なお、プログラムは、ハードディスク５１４や ROM５１２に予め記
憶しておき、コンピュータ５０１と一体的にユーザに提供したり、磁気ディスク５３１、
光ディスク５３２、光磁気ディスク５３３，半導体メモリ５３４等のパッケージメディア
として提供したり、衛星、ネットワーク等から通信部５１９を介してハードディスク５１
４に提供することができる。
【０１４１】
なお、本明細書において、記録媒体により提供されるプログラムを記述するステップは、
記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理さ
れなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１４２】
【発明の効果】
本発明によれば、記録媒体の記録領域に対する書き込み回数を均等にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した記録装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】図１の記録装置の編集処理を説明するフローチャートである。
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【図３】図２のステップＳ１の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図４】図１の記憶部の記憶内容を示す図である。
【図５】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す図である。
【図６】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図７】図２のステップＳ３の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図８】図２のステップＳ５の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図９】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図１０】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図１１】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図１２】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図１３】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図１４】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図１５】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図１６】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図１７】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図１８】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図１９】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図２０】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図２１】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図２２】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図２３】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図２４】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図２５】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図２６】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図２７】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図２８】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図２９】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図３０】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図３１】図２のステップＳ１の他の処理の詳細を示すフローチャートである。
【図３２】図２のステップＳ１の他の処理を説明するフローチャートである。
【図３３】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図３４】図２のステップＳ３の他の処理を説明するフローチャートである。
【図３５】図２のステップＳ５の他の処理を説明するフローチャートである。
【図３６】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図３７】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図３８】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図３９】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図４０】図１の光ディスクのデータの記録状態を示す他の図である。
【図４１】図１の記憶部の記憶内容を示す他の図である。
【図４２】パーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　記録装置，　２　光ディスク，　１１　入力データ処理部，　１２　記憶部，　１３
　操作部，　１４　表示部，　１５　ドライブ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

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

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

(21) JP 4000462 B2 2007.10.31



【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

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

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】
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