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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体上に情報を記録する装置であって、
　前記媒体上にデータを記録し、前記媒体からデータを抽出するため、前記媒体とインタ
フェースをとる媒体インタフェース手段と、
　ホストからのプロトコルに従って、ユーザデータが前記媒体に書き込まれる前に規格に
従って前記媒体の少なくとも部分的なフォーマット処理を要求するフォーマットコマンド
を含むコマンドを受信するホストインタフェース手段と、
　前記フォーマットコマンドにより指定されるフォーマット処理に従って前記媒体をフォ
ーマット処理するフォーマット処理手段と、
を有し、
　前記フォーマット処理手段は、前記少なくとも部分的なフォーマット処理を遅延させる
ために前記フォーマットコマンドの受信及び解析直後、クローズトラック又はクローズセ
ッションコマンドにより規定される時点まで前記フォーマット処理を中断するよう構成さ
れることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置であって、
　前記フォーマット処理手段は、前記媒体のリードインエリアに制御データを記録する前
に中断することにより前記フォーマット処理を中断するよう構成されることを特徴とする
装置。
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【請求項３】
　請求項１記載の装置であって、
　前記フォーマット処理手段は、前記ホストからの書き込みコマンドの受信までに前記フ
ォーマット処理を実行し、前記フォーマット処理の残りの部分を遅延させることにより、
前記フォーマット処理を中断するよう構成されることを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項１記載の装置であって、
　前記フォーマット処理手段は、前記中断後の前記フォーマット処理の完了後、フォーマ
ットディスク制御ブロックを記録するよう構成されることを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１記載の装置であって、
　前記ホストインタフェース手段は、中断可能タイプのフォーマット処理を示すフォーマ
ットコマンドを受信することに応答して、前記フォーマット処理の完了前に準備完了状態
を発行するよう構成されることを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１記載の装置であって、
　前記ホストインタフェース手段は、ＩＭＭＥＤ表示を含むフォーマットコマンドを受信
するよう構成され、
　前記ＩＭＭＥＤ表示は、完全フォーマット処理を示す第１の値と、中断可能タイプのフ
ォーマット処理を示す第２の値とを有する、
ことを特徴とする装置。
【請求項７】
　データの記録及び抽出を行うため、記憶媒体をフォーマット処理する方法であって、
　ホストインタフェースを介しホストからプロトコルに従って、ユーザデータが前記媒体
に書き込まれる前に規格に従って前記媒体の少なくとも部分的なフォーマット処理を要求
するフォーマットコマンドを含むコマンドを受信するステップと、
　前記フォーマットコマンドにより指定されるフォーマット処理に従って前記媒体をフォ
ーマット処理するステップと、
を有し、
　前記フォーマット処理するステップは、前記少なくとも部分的なフォーマット処理を遅
延させるために前記フォーマットコマンドの受信及び解析直後、クローズトラック又はク
ローズセッションコマンドにより規定される時点まで前記フォーマット処理を中断するこ
とを有することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法をプロセッサに実行させ、情報を記録することを特徴とするコンピ
ュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記憶媒体に情報を記録する装置であって、当該媒体上にデータを記録し、当
該媒体からデータを抽出するため、当該記憶媒体とのインタフェースをとる媒体インタフ
ェース手段と、プロトコルに従うフォーマットコマンドを有するコマンドをホストから受
信するホストインタフェース手段とを有する装置に関する。
【０００２】
　本発明はさらに、データの記録及び抽出を行うため、記憶媒体をフォーマット化する方
法であって、ホストからホストインタフェースを介しプロトコルに従うフォーマットコマ
ンドを有するコマンドを受信するステップを有する方法に関する。
【０００３】
　本発明はさらに、記憶媒体をフォーマット処理するコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００４】
　光記録キャリアのフォーマット処理は、ＮＣＩＴＳ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｉｔ
ｔｅｅ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ
）２００１年１１月１２日の草案Ｔ１０／１３６３－Ｄ改訂１０ｇ「ＩＮＦＯＲＭＡＴＩ
ＯＮ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ－ＳＣＳＩ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｃｏｍｍａｎｄｓ－」
（さらにＭＭＣ－３と呼ばれる本文献の改訂ＭＭＣ１０ｇ）から知られている。ＭＭＣ－
３では、ユーザデータが書き込み可能となる前に、ＤＶＤ＋ＲＷディスクを（部分的に）
フォーマット処理することが求められる。特にチャプター５．４．３．１３．２では、デ
ィスクはリード・イン領域を記録することにより少なくとも部分的にフォーマット処理さ
れることが要求される。問題は、当該処理に時間がかかるということである。１×ＤＶＤ
ライターでは３４秒かかり、２．４×ＤＶＤライターでは１４秒かかる。この時間は職説
的に、ＤＶＤビデオレコーダの追加的コストに変換されうる。これは、ＤＶＤビデオレコ
ーダの基本的要求は、ユーザがレコーダに空のＤＶＤ＋ＲＷを挿入し記録を押下すること
ができるべきであるという理由からである。ワーストケースにおいて記録映像が毎秒１０
Ｍｂである場合、１４秒の遅延は１４０Ｍｂのメモリを要する。装置に要求されるこのよ
うな追加的メモリは、かなりの余分なコストを追加するであろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の課題は、大きな余分なコストを回避しながら、迅速な記録を可能にす
るフォーマット処理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の特徴によると、上記課題は、導入部に説明されるような情報を記録する
装置であって、フォーマットコマンドにより示されるフォーマット処理に従って記憶媒体
をフォーマット処理するフォーマット処理手段を有し、当該フォーマット処理がホストか
らのさらなるコマンドにより規定される時点までフォーマット処理を中断することを有す
ることを特徴とする装置により達成される。
【０００７】
　本発明の第２の特徴によると、上記課題は、導入部に説明されるような情報を記録する
方法であって、フォーマットコマンドにより示されるフォーマット処理に従って記憶媒体
をフォーマット処理するフォーマット処理ステップを有し、当該フォーマット処理がホス
トからのさらなるコマンドにより規定される時点までフォーマット処理を中断することを
有することを特徴とする方法により達成される。
【発明の効果】
【０００８】
　上記手段の効果は、フォーマットコマンドが中断可能とされたことである。中断可能で
あるということは、残りのフォーマット処理が他の明確に規定された時点まで遅延される
こということを意味する。当該時点は明確であることが重要であり、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ
レコーダでは、ドライブが自律的動作をとる場合、このような動作は長い応答時間となる
からである。例えば、明確に規定された時点とは、「Ｃｌｏｓｅ／Ｔｒａｃｋ　Ｓｅｓｓ
ｉｏｎ」コマンドが与えられた時点である。当該コマンドは、イジェクトまたは電源オフ
前にＤＶＤ＋ＲＷ媒体に与えられる必要がある。従って、当該コマンドが与えられるまで
、フォーマット処理を遅延させるためである。ここで、受信及び解析後に直接的にフォー
マット処理を中断させることにより、フォーマットコマンドは、記憶媒体が迅速な記録に
利用可能となることを可能にする。
【０００９】
　本発明はまた以下の認識に基づく。実際、記録キャリアはＤＶＤ（デジタル多用途ディ
スク）プレーヤー及びＤＶＤ＋ＲＷレコーダなどの既存の読出し及び記録装置上で読出し
可能である必要がある。このため、既存の装置は、ＭＭＣ－３のチャプター５．４．３．
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１３．２に述べられるように、少なくとも部分的にフォーマット処理された状態を必要と
する。本発明者は、新しい記録装置の記録セッション中に、このような（部分的）フォー
マット処理された状態がまだ必要でないということを確認した。従って、フォーマット処
理は中断可能とされ、すなわち、フォーマットデータの記録は、明確に規定された以降の
時点まで延期される。ここで、ＭＭＣ－３によると、フォーマット処理はチャプター５．
４．３．１３．３に記載されるようにバックグラウンドにおいて継続されるということに
留意されたい。しかしながら、本発明者は、リアルタイムデータの記録する装置では、そ
のようなバックグラウンドのフォーマット処理は（進捗中）、（フォアグラウンドの）書
き込みまたは読出しコマンドがホストから受信されると、追加的な遅延を発生させるとい
うことを確認した。このため、装置は自律的なアクションをとる必要はなく、バックグラ
ウンドフォーマット処理は、リアルタイム記録装置に適したフォーマット処理システムで
はない。リアルタイム要求に従うため、本発明者はフォーマット処理を中断可能なものと
し、すなわち、当該処理は、記録セッションの終了まで完全に停止される。
【００１０】
　本装置の一実施例では、フォーマット処理手段は、記憶媒体のリードインエリアに制御
データを記録する前に中断することによりフォーマット処理を中断するよう構成される。
これは、リードインエリアを充填するための記録時間を必要とせず、このため、装置はユ
ーザデータを記録するため即座に利用可能となるという効果を有する。
【００１１】
　本装置の一実施例では、フォーマット処理手段は、ホストから書き込みコマンドを受信
し、第１部分以降の残りのフォーマット処理部分を遅延させることにより、フォーマット
処理を中断するよう構成される。これは、ユーザが記録セッションを即座に開始しない場
合、フォーマット処理の少なくとも第１部分が実行されるという効果を有する。このため
、記録セッションの終了の待機時間が短縮される。
【００１２】
　本発明による方法及び装置のさらなる好適な実施例が、さらなる請求項に与えられる。
【００１３】
　本発明の上記及び他の特徴は、以下の説明及び添付された図面を参照することにより説
明される実施例をさらに参照することにより明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、ディスク形状記憶媒体、記録装置及びホストシステムを示す。光ディスクなど
の記憶媒体１１は、記録装置１２の記録キャリアを構成する。ＤＶＤ＋ＲＷは、ＭＭＣ－
３（チャプター５．４．３．１３．２）に与えられるような記録キャリアの一例である。
記録装置のいくつかの機能は、例えば周知のＭＭＣ－３（チャプター１）に記載されてい
るＡＴＡ／ＡＴＡＰＩ規格と、特にＭＭＣ－３（チャプター２．１．２）に参照されてい
るＮＣＩＴＳ　Ｔ１３／１３２１Ｄ　ＡＴ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　５（ＡＴＡ／ＡＴＡＰＩ－５）などの所定の規格に従い規定
されている。このため、当該装置はＡＴＡ／ＡＴＡＰＩ装置と呼ばれるかもしれない。装
置（１２）は、一方ではＤＶＤ＋ＲＷディスクなどの記憶媒体１１とインタフェースをと
るため、ＣＤまたはＤＶＤシステムから共通して知られている制御回路、位置決定サーボ
システム、及びリード／ライトヘッドなどの媒体インタフェースを有する。他方、装置１
２は、映像情報の入出力のための通常の要素などを有するビデオレコーダのＰＣまたはア
プリケーションサイドであるかもしれないホストと通信するためのＡＴＡケーブルなどの
ホストインタフェース１５を有する。ＤＶＤ＋ＲＷ媒体、ＡＴＡ／ＡＴＡＰＩ装置及びホ
ストの４つの要素の組み合わせが、家庭用ＤＶＤ＋ＲＷビデオレコーダを構成することが
可能である。本発明の主たる対象は、ＤＶＤ＋ＲＷビデオレコーダのアプリケーションで
ある。本発明によると、装置は詳細に後述されるような記録キャリアをフォーマット処理
するためのフォーマット処理手段１６を有する。
【００１５】
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　以下において、ホストインタフェース１５またはＡＴＡケーブルを介したプロトコル及
び媒体が、より詳細に説明される。ＭＭＣ－３に与えられるように、プロトコルの定義に
は問題があり、媒体とプロトコルとの間の関係を理解することにより、この問題の解法が
理解できる。
【００１６】
　周知であるＡＴＡケーブルとそのプロトコルは、ＡＴＡ／ＡＴＡＰＩ－５文献などの多
数の文献に記載されている。当該ケーブルの最上位のプロトコルレベルは、ＭＭＣ－３に
与えられている。以下の説明では、記憶媒体１１は、リード・インエリアの制御データ領
域などの記録キャリアの特定エリアに記録するため、所定の制御情報をフォーマット処理
するのに必要なＤＶＤ＋ＲＷ媒体、すなわち、記録可能なデジタル多用途ディスクである
。明らかに、フォーマット処理された記録キャリアのみが、記録及び／または再生装置に
より正確に認識及び処理可能である。本発明により解決される問題は、上述のＭＭＣ－３
に説明されるようなフォーマットユニットコマンドに関する。ＭＭＣ－３では、フォーマ
ットユニットコマンドは、チャプター５．４に定義されている。
【００１７】
　図２は、フォーマットユニットコマンドを示す。図はフォーマットコマンドの表を示す
。第１バイト２１では、オペレーションコードが与えられる。第２バイト２２では、ＭＭ
Ｃ－３のチャプター５．４に説明されるようなさらなるパラメータが与えられる。ＤＶＤ
＋ＲＷメディアでは、フォーマットコード「０ｘ００１」のみが適用可能である。この６
バイトのコマンドに続いて、当該コマンドのパラメータを表すデータブロック（フォーマ
ットパラメータリスト）が送信される。
【００１８】
　図３は、フォーマットユニットパラメータリストを示す。図は、フォーマットコマンド
パラメータの表を示す。第１バイト３１では、図４にさらに説明されるフォーマットリス
トヘッダが与えられる。第２バイト３２では、図５にさらに説明されるフォーマット記述
子が与えられる。フォーマットユニットパラメータリストは、ＭＭＣ－３のチャプター５
．４にさらなる説明がされている。
【００１９】
　図４は、フォーマットリストヘッダを示す。図は、フォーマットユニットパラメータリ
ストの一部であるフォーマットリストヘッダの表を示す。第１バイト４１では、フォーマ
ットオプションが規定される。特に、ＩＭＭＥＤビットが図５により後述される。第２バ
イト４２では、フォーマット記述子長が与えられる。フォーマット記述子自体は図５によ
り説明される。フォーマットリストヘッダはさらに、ＭＭＣ－３のチャプター５．４に説
明される。ＤＶＤ＋ＲＷに対し、初期化パターン記述子が存在する必要はない。
【００２０】
　図５は、フォーマットコード００１ｂフォーマット記述子を示す。図は、フォーマット
ユニットパラメータリストの一部であるフォーマットコード００１ｂのフォーマット記述
子の表を示す。他のフォーマットコードのフォーマット記述子は、チャプター５．４．２
のＣＤ－ＲＷなどのＭＭＣ－３に与えられる。第１バイト５１では、フォーマットオプシ
ョンが規定される。第２バイト５２では、フォーマットタイプが与えられる。フォーマッ
トコード００１ｂフォーマット記述子は、ＭＭＣ－３のチャプター５．４．３にさらに説
明される。ＤＶＤ＋ＲＷでは、「フォーマットタイプ」に２つの可能性がある。すなわち
、０×２４（ＮＶフィリップスにより刊行された「Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｃｏｍｍａｎ
ｄ　Ｓｅｔ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ＤＶＤ＋ＲＷ　Ｆｏｒｍａｔｓ」（
ＤＶＤ＋ＲＷ　Ｐｒｏｍｏｔｅｒｓ　Ｇｒｏｕｐ，ｒｅｖｉｓｉｏｎ　１．０、Ｍａｒｃ
ｈ　２００１に規定されるようなＤＶＤ　ＭＲＷと、フィリップスエレクトロニクスＮＶ
により刊行された「ＣＤ－ＭＲＷ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ＆Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｆｏｒｍａｔｔｉｎｇ　ｒｅｖｉｓｉｏｎ　１．０」（Ｍｏｕｎｔ　Ｒａｉｎｉｅ
ｒ　Ｐｒｏｍｏｔｅｒｓ　Ｇｒｏｕｐ，Ｊａｎｕａｒｙ　２００１）に規定されるような
ＣＤ－ＲＷに対するＭＭＣ－３チャプター５．４．３．１２に記載されるようなＭＲＷフ
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ルフォーマット）と、０×２６（ＤＶＤビデオ、すなわち、読出し専用ディスクのＤＶＤ
規格に規定されるようなＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏと互換的なＤＶＤ＋ＲＷ）が存在する。相違
点としては、ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏでは、ユーザデータ領域のスタートは（＝論理アドレス
ゼロ）固定され、ＤＶＤ　ＭＲＷでは、論理ゼロはフォーマットコマンドにより規定され
、記録キャリアに格納されている（例えば、リードイン、ＤＶＤリザーブ領域など）とい
うことである。ＭＭＣ－３によると、何れのケースでも、バックグラウンドフォーマット
処理を用いてさらなるフォーマット処理が実行される間に、ドライブはユーザデータエリ
アへの書き込みアクセスを可能にする前に最初にリードインを完全に書き込む。リードイ
ンの定義が、ＤＶＤ＋ＲＷ物理フォーマット仕様に書き込み可能である。当該仕様では、
最小のリードインが２３．４ｍｍから２４．０ｍｍに拡張することを読取ることができる
。当該エリアは、インナーディスク識別エリアと制御データ領域の２つの重要な領域を含
む。それらは、ＡＴＡ／ＡＴＡＰＩ装置にディスク状態に関して通知する。当該領域のサ
イズが与えられると、２．４×ＤＶＤを書き込み可能な装置は（２．４×１１．０８Ｍｂ
ｉｔｓ／ｓｅｃ）、それを書き込むのに少なくとも１４秒かかるであろう。
【００２１】
　フォーマットコマンドが与えられると、装置は実際のフォーマット処理を開始するよう
にしてもよい。当該コマンド及びそれの基礎となるプロセスが即座に完了される必要があ
るか否かは、ＩＭＭＥＤビットの値に依存する。ＩＭＭＥＤビットがゼロである場合、ド
ライブは、リードインが完全にフォーマット処理されるまでＡＴＡバスを占有する。ＭＭ
Ｃ－３（チャプター５．４．３．１２．１）によると、ＩＭＭＥＤが１である場合、フォ
ーマットユニットコマンドは、良好状態で終了し、バックグラウンドで実行されたすべて
のフォーマット書き込み機能を開始する。装置状態は、ＲｅａｄｙあるいはＦｏｒｍａｔ
　Ｉｎ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓの何れにもならないであろう。
【００２２】
　本発明によると、ＩＭＭＥＤビットが１である場合、ドライブはコマンド完了を即座に
発行し、状態は準備完了となる（テストユニット準備完了またはリクエストセンス（Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ　Ｓｅｎｓｅ）コマンドに応答して）。従って、ホストインタフェースは、中
断可能なタイプのフォーマット処理を示すフォーマットコマンドの受信に応答して、（部
分的）フォーマット処理を完了する前に、準備完了コマンドを発行するよう構成される。
ここで、ＭＭＣ－３のＩＭＭＥＤ表示の機能は、部分的フォーマット処理が必要とされ、
バックグラウンドフォーマット処理が実行可能であることを示すためのものである。本発
明では、このような部分的及びバックグラウンドのフォーマット処理は適用されない。反
対に、フォーマット処理は記録セッションが終了するまで完全に停止される。上述のよう
に、ホストインタフェースは、ＩＭＭＥＤ（Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ）表示を含むフォーマッ
トコマンドを受信するよう構成される。ＩＭＭＥＤ表示は、完全フォーマット処理を示す
第１の値と、以下で実行対象となる中断可能なタイプのフォーマット処理を示す第２の値
を有する。
【００２３】
　一実施例では、装置はホストが書き込みコマンドを即座に発行しない場合には、リード
インのフォーマット処理を開始するであろう。最初の書き込みコマンドでは、装置は開始
時間を有する場合、リードインの書き込みを即座に停止し、図６により後述されるように
、有効なＣｌｏｓｅＴｒａｃｋＳｅｓｓｉｏｎコマンドが発行されるまで、残りのフォー
マット処理を遅延させる。フォーマット処理は中断可能となるよう調整され、すなわち、
装置は中断を予想する。リードインの残りが書き込み完了するまで、ＦＤＣＢまたは制御
データ領域の何れも書き込まないことによりそれは予想される。ＦＤＣＢはディスク上の
最重要情報ブロックであり、リードインのインナーディスク識別領域に配置される。制御
データ領域は、ディスク状態を検出するためＲＯＭ装置にとって重要なものである。装置
がフォーマット処理を完了する時間を有した後に限り、それはまずＦＤＣＢに先行する制
御データ領域を書き込むであろう。これらの領域を書き込まずにおく理由は、リードイン
のフォーマット処理状態をＦＤＣＢに格納することができないためである。ＦＤＣＢを最
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後のアイテムとして記録する理由は、以下の２つである。
１．それは単なる単一のＥＣＣブロックであり、このため、極めて迅速に書き込みを行う
ことができる。これは、装置が書き込みの中断に迅速に対応することが可能であることを
所望するため重要である。制御データ領域は、１９２個のＥＣＣブロックを有し、このた
め、書き込みにより多くの時間を要する。
２．ＦＤＣＢがない場合、ディスク状態は規定されない。このことは、他のＤＶＤ＋ＲＷ
対応ライターがディスクを空とみなすか、あるいはその状態を検出するためディスクをス
キャンする必要があるということを強制されるであろう。これは適切な動作であり、なぜ
ならば、フォーマット処理が完了する前にディスクをイジェクトするシステム不具合があ
った場合、ユーザデータエリアのコンテンツは信頼することができない。
【００２４】
　ホストが書き込みコマンドを発行する前に、装置がリードインのすべてではないが一部
のコマンドを書き込み可能である場合、装置は特にどの部分がフォーマット処理されたか
、フォーマット処理の進捗を追跡する。ＦＤＣＢ及び制御データ領域の書き込みは、フォ
ーマット処理の終了時に記録されるであろう。このため、フォーマット処理は、中断終了
後にフォーマット処理を完了した後、ＦＤＣＢ（Ｆｏｒｍａｔ　Ｄｉｓｃ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｂｌｏｃｋ）を記録するよう構成される。
【００２５】
　一実施例では、装置はフォーマット処理が知られていない場合に対する復元処理のため
構成される。フォーマット処理は、ＣｌｏｓｅＴｒａｃｋＳｅｓｓｉｏｎコマンドにより
再開する。以前に記録されたフォーマットデータは、再び同じ位置（書き換え可能な記録
キャリア上）または異なる（空いた）位置（ライトワンス媒体上）に記録されるであろう
。
【００２６】
　一実施例では、導入部に述べられたように、後述される有効なＣｌｏｓｅＴｒａｃｋＳ
ｅｓｓｉｏｎコマンドなどのユーザデータの記録の終わりを示すホストコマンドにおいて
所定の時点までフォーマット処理を延期するというアイデアである。従って、フォーマッ
ト処理は、ホストからのさらなるコマンドにより規定される時点まで、フォーマット処理
を中断することを含む。特に、フォーマット処理は、記憶媒体のリードイン領域に制御デ
ータを記録する前に、フォーマット処理を中断する。
【００２７】
　図６は、ＣｌｏｓｅＴｒａｃｋＳｅｓｓｉｏｎコマンド記述子ブロックを示す。図は、
トラックまたはセッションを閉じることにより、ユーザデータの記録を終了させるための
コマンドの表を示す。第１バイト６１では、オペレーションコードが与えられる。第２バ
イト６２では、ＭＭＣ－３のチャプター５．３に説明されるように、ＩＭＭＥＤ表示を含
むさらなるパラメータが与えられる。第３バイト６３では、ＭＭＣ－３チャプター５．３
に規定されるＣｌｏｓｕｒｅ機能が与えられる。本発明による「Ｃｌｏｓｕｒｅ機能」に
関する新たな機能は、以下の通りである。フォーマット動作が延期された場合、Ｃｌｏｓ
ｕｒｅ機能のパラメータに関係なくそれは継続する。これは重要な宣言である。なぜなら
ば、Ｃｌｏｓｕｒｅ関数０×０は、「リードインを変更せず、ドライブによるディスクの
イジェクトを許可するな」として規定されているためである。現在規定されるような延期
の場合、当該機能は「まだ書き込みされていない場合には、リードインを変更せず、ドラ
イブによるディスクのイジェクトを許可するな」と調整されている。
【００２８】
　当該コマンドでは、ＩＭＭＥＤビットは、ＣｌｏｓｅＴｒａｃｋプロセスを中断せず、
それはコマンド完了時のみに影響を与える。ＩＭＭＥＤビットが１の場合、ドライブの状
態はフォーマット処理及びＣｌｏｓｅＴｒａｃｋアクションまで「ＢＵＳＹ」に保たれる
（ディスク状態及び（一時的な）リードアウトの書き込みを反映させるため、ＦＤＣＢ及
び制御データ領域の更新）。
【００２９】
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　本発明はＤＶＤ＋ＲＷ光ディスクを用いた実施例により主として説明されたが、本発明
はまた、矩形の光カード、光磁気ディスク、高密度（ブルーレイ）ディスク、あるいはフ
ォーマット処理の対象となる記録可能なレイヤを有する他の任意のタイプの情報格納シス
テムなどの他の記録キャリアに好適である。
【００３０】
　ここで、本明細書では、「有する」という用語は、列挙された以外の要素またはステッ
プの存在を排除するものではなく、要素に前置される「ある」という用語は、当該要素が
複数存在することを排除するものではなく、また何れの参照記号も請求項の範囲を限定す
るものではなく、本発明はハードウェアとソフトウェアの両方により実現されてもよく、
複数の「手段」または「ユニット」が同一のハードウェアまたはソフトウェアアイテムに
より表されてもよいということに留意されたい。さらに、本発明の範囲は上記実施例に限
定されるものではなく、本発明は新規な各特徴または上述の特徴の組み合わせに基づくも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、ディスク状記憶媒体、記録装置及びホストシステムを示す。
【図２】図２は、フォーマットユニットコマンドを示す。
【図３】図３は、フォーマットユニットパラメータリストを示す。
【図４】図４は、フォーマットリストヘッダを示す。
【図５】図５は、フォーマットコード００１ｂフォーマット記述子を示す。
【図６】図６は、ＣＬＯＳＥ　ＴＲＡＣＫ／ＳＥＳＳＩＯＮコマンド記述子ブロックを示
す。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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