
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバックグ
ラウンドフォーマット処理制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理
中にデータ記録要求が有ったとき、前記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によ
るバックグラウンドフォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中
断制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマッ
ト処理を中断させた後、前記情報記録媒体に対して前記データ記録要求に基づくデータを
記録するデータ記録制御手段と、
該データ記録制御手段によってデータを記録した後、前記情報記録媒体上の所定領域に前
記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段と、
該データ記録状態情報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した後、前記バッ
クグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を再開
させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御手段とを備えたことを特徴とする情報
記録再生装置。
【請求項２】
再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバックグ
ラウンドフォーマット処理制御手段と、
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該バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理
中にデータ記録要求が有ったとき、前記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によ
るバックグラウンドフォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中
断制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマッ
ト処理を中断させた後、前記情報記録媒体に対して前記データ記録要求に基づくデータを
記録するデータ記録制御手段と、
該データ記録制御手段によるデータ記録の完了から予め設定した所定時間が経過したか否
かを判断する所定時間経過判断手段と、
該所定時間経過判断手段によって所定時間を経過したと判断したとき、前記情報記録媒体
上の所定領域に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記
録制御手段と、
該データ記録状態情報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した後、前記バッ
クグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を再開
させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御手段とを備えたことを特徴とする情報
記録再生装置。
【請求項３】
再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバックグ
ラウンドフォーマット処理制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理
中にデータ記録要求が有ったとき、前記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によ
るバックグラウンドフォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中
断制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマッ
ト処理を中断させた後、前記情報記録媒体に対して前記データ記録要求に基づくデータを
記録するデータ記録制御手段と、
該データ記録制御手段によるデータ記録の完了から予め設定した第１所定時間が経過した
か否かを判断する第１所定時間経過判断手段と、
該第１所定時間経過判断手段によって第１所定時間が経過したと判断したとき、前記情報
記録媒体上の所定領域に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状
態情報記録制御手段と、
該データ記録状態情報記録制御手段によるデータ記録状態情報の記録完了から予め設定し
た第２所定時間が経過したか否かを判断する第２所定時間経過判断手段と、
該第２所定時間経過判断手段によって第２所定時間が経過したと判断したとき、前記バッ
クグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を再開
させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御手段とを備えたことを特徴とする情報
記録再生装置。
【請求項４】
再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバックグ
ラウンドフォーマット処理制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理
中に前記情報記録媒体のイジェクト要求が有ったとき、前記バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、前記情報記録
媒体上の所定領域に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情
報記録制御手段と、
該データ記録状態情報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した後、前記情報
記録媒体をイジェクトする情報記録媒体イジェクト制御手段とを備えたことを特徴とする
情報記録再生装置。
【請求項５】
再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバックグ
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ラウンドフォーマット処理制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理
中に該バックグラウンドフォーマット処理の中断要求が有ったとき、前記バックグラウン
ドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、
前記情報記録媒体上の所定領域に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデー
タ記録状態情報記録制御手段とを備えたことを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項６】
再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバックグ
ラウンドフォーマット処理制御手段と、
該バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理
中に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報の更新要求が有ったとき、前記バックグラウ
ンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後
、前記情報記録媒体上の所定領域のデータ記録状態情報を更新して記録するデータ記録状
態情報記録制御手段とを備えたことを特徴とする情報記録再生装置。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか一項に記載の情報記録再生装置において、
前記データ記録状態情報が変更されたときにのみ、前記データ記録状態情報記録制御手段
によるデータ記録状態情報の記録を行わせる手段を設けたことを特徴とする情報記録再生
装置。
【請求項８】
コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウン
ドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、該バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が有ったと
き、前記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマッ
ト処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御機能と、該バックグラウ
ンドフォーマット処理中断制御機能によってバックグラウンドフォーマット処理を中断さ
せた後、前記情報記録媒体に対して前記データ記録要求に基づくデータを記録するデータ
記録制御機能と、該データ記録制御機能によってデータを記録した後、前記情報記録媒体
上の所定領域に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記
録制御機能と、該データ記録状態情報記録制御機能によってデータ記録状態情報を記録し
た後、前記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマ
ット処理を再開させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御機能とを実現させるた
めのプログラム。
【請求項９】
コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウン
ドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、該バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が有ったと
き、前記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマッ
ト処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御機能と、該バックグラウ
ンドフォーマット処理中断制御機能によってバックグラウンドフォーマット処理を中断さ
せた後、前記情報記録媒体に対して前記データ記録要求に基づくデータを記録するデータ
記録制御機能と、該データ記録制御機能によるデータ記録の完了から予め設定した所定時
間が経過したか否かを判断する所定時間経過判断機能と、該所定時間経過判断機能によっ
て所定時間を経過したと判断したとき、前記情報記録媒体上の所定領域に前記情報記録媒
体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御機能と、該データ記録状
態情報記録制御機能によってデータ記録状態情報を記録した後、前記バックグラウンドフ
ォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理を再開させるバックグ
ラウンドフォーマット処理再開制御機能とを実現させるためのプログラム。
【請求項１０】
コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウン
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ドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、該バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が有ったと
き、前記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマッ
ト処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御機能と、該バックグラウ
ンドフォーマット処理中断制御機能によってバックグラウンドフォーマット処理を中断さ
せた後、前記情報記録媒体に対して前記データ記録要求に基づくデータを記録するデータ
記録制御機能と、該データ記録制御機能によるデータ記録の完了から予め設定した第１所
定時間が経過したか否かを判断する第１所定時間経過判断機能と、該第１所定時間経過判
断機能によって第１所定時間が経過したと判断したとき、前記情報記録媒体上の所定領域
に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御機能と
、該データ記録状態情報記録制御機能によるデータ記録状態情報の記録完了から予め設定
した第２所定時間が経過したか否かを判断する第２所定時間経過判断機能と、該第２所定
時間経過判断機能によって第２所定時間が経過したと判断したとき、前記バックグラウン
ドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理を再開させるバッ
クグラウンドフォーマット処理再開制御機能とを実現させるためのプログラム。
【請求項１１】
コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウン
ドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、該バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中に前記情報記録媒体のイジェ
クト要求が有ったとき、前記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグ
ラウンドフォーマット処理を中断させた後、前記情報記録媒体上の所定領域に前記情報記
録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御機能と、該データ記
録状態情報記録制御機能によってデータ記録状態情報を記録した後、前記情報記録媒体を
イジェクトする情報記録媒体イジェクト制御機能とを実現させるためのプログラム。
【請求項１２】
コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウン
ドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、該バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中に該バックグラウンドフォー
マット処理の中断要求が有ったとき、前記バックグラウンドフォーマット処理制御機能に
よるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、前記情報記録媒体上の所定領域
に前記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御機能と
を実現させるためのプログラム。
【請求項１３】
コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウン
ドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、該バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中に前記情報記録媒体のデータ
記録状態情報の更新要求が有ったとき、前記バックグラウンドフォーマット処理制御機能
によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、前記情報記録媒体上の所定領
域のデータ記録状態情報を更新して記録するデータ記録状態情報記録制御機能とを実現さ
せるためのプログラム。
【請求項１４】
請求項８乃至１３のいずれか一項に記載のプログラムにおいて、コンピュータに、前記デ
ータ記録状態情報が変更されたときにのみ、前記データ記録状態情報記録制御機能による
データ記録状態情報の記録を行わせる機能を設けたプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ＣＤ－ＲＷディスクやＤＶＤ＋ＲＷディスク等の再記録可能な情報記録媒体
に対してデータを記録再生する光ディスクドライブ等の情報記録再生装置と、コンピュー
タに上記のような情報記録媒体に対してバックグラウンドフォーマット処理中のユーザデ
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ータ記録再生とバックグラウンドフォーマット処理を中断して情報記録媒体を取り出す際
の情報記録媒体記録状態の管理の機能を実現するプログラムとに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤ－ＲＷディスクやＤＶＤ＋ＲＷディスクなどの再記録可能な情報記録媒体を用いたフ
ァイルシステムとして、ユニバーサルディスクフォーマット（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉ
ｓｃ　Ｆｏｒｍａｔ：ＵＤＦ）がある。
ＵＤＦは様々なデバイス上で使用され、それぞれのデバイスの特徴を生かした記録フォー
マットを利用しているファイルシステムである。
ＣＤ－ＲＷディスクやＤＶＤ＋ＲＷディスクはデータの上書きが可能であるため、データ
の記録再生をランダムに行うランダムＵＤＦが採用されている。
ＣＤ－ＲＷディスクの場合、データの記録再生をランダムに行うためには、記録領域の全
面あるいは指定領域に対して予めダミーデータで記録を行うフォーマットを行う必要があ
る。
【０００３】
また、ＤＶＤ＋ＲＷディスクの場合も、従来のＤＶＤ－ＲＯＭドライブとの互換性の観点
から未記録領域をダミーデータで埋める必要がある。
このように、フォーマットではディスク全面あるいは指定領域に対してダミーデータを埋
め尽くすため、情報記録媒体の大容量化に比例してフォーマットの処理時間が増大してし
まって、データの記録再生を行えるまでに時間がかかるという問題があった。
【０００４】
そこで従来、このような問題を解消するものとして、光ディスクの一部分だけをフォーマ
ットした後にホストコンピュータからデータの記録再生を可能にするバックグラウンドフ
ォーマット処理が提案されている。
例えば、ＣＤ－ＲＷディスク又はＤＶＤ＋ＲＷディスク等の光ディスクにフォーマット処
理をバックグラウンドで行い、フォーマット要求後、短時間でホストコンピュータが要求
するデータの記録再生を可能にする情報記録再生装置（例えば、特開平１１－１３４７９
９号公報参照）が考案されている。
そのバックグラウンドフォーマット処理では、ホストコンピュータからのデータ記録再生
要求が無い時間を使用して、光ディスクの未記録（フォーマット）領域をダミーデータで
埋める処理を行う。
つまり、バックグラウンドフォーマット処理中、ホストコンピュータからデータ記録再生
要求が発生した場合、フォーマット処理を中断して、ホストコンピュータからの要求によ
るデータ記録再生を行う。
【０００５】
このように、バックグラウンドフォーマット処理中は、ホストコンピュータが要求するデ
ータ記録再生と、バックグラウンドフォーマット処理によるダミーデータの記録を平行し
て行うことにより、バックグラウンドフォーマット処理中でも、ホストコンピュータによ
る光ディスク上の任意の領域への記録及び再生が可能になる。
また、バックグラウンドフォーマット処理中、フォーマット完了前に光ディスクを取り出
すことも可能である。
上述のようにバックグラウンドフォーマット処理中に光ディスク全面に対してランダムに
データ記録を行うことを可能にするため、及びバックグラウンドフォーマット処理中に光
ディスクを取り出すためには、光ディスクのフォーマットがどこまで進んでいるか、光デ
ィスク上のどの領域に対してデータ記録を行ったかの情報を記録しておく必要がある。
【０００６】
ＤＶＤ＋ＲＷディスクでは、これらの情報をリードイン（Ｌｅａｄ　Ｉｎ）領域内のフォ
ーマッティング・ディスク・コントロール・ブロック（Ｆｏｒｍａｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｃ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｂｌｏｃｋ：「ＦＤＣＢ」と略称する）と呼ばれる領域に記録する。
ＦＤＣＢに含まれる情報としては、未フォーマット，フォーマット途中，フォーマット完
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了等のフォーマットの状態を表すステータス情報と、フォーマットがどこまで進んでいる
かを表すアドレス情報と、未記録領域にデータ記録を行うために記録領域と未記録領域を
ビットマップ（Ｂｉｔ　Ｍａｐ）として記録しておくビットマップ情報などがある。
したがって、バックグラウンドフォーマット途中の光ディスクが挿入された場合、ＦＤＣ
Ｂの情報に基づいてバックグラウンドフォーマット処理を再開するアドレスを検出し、ユ
ーザが書き込んだ領域をスキップしながらダミーデータの記録を続けることができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、バックグラウンドフォーマットを中断して光ディスクの取り出しを行う場
合、ＦＤＣＢは光ディスクの記録状態を知る上で非常に重要な情報であり、ＦＤＣＢの更
新を誤るとユーザが記録したデータをバックグラウンドフォーマット処理によってダミー
データで上書きしてしまうといった問題が発生してしまう。
一方、ＦＤＣＢの更新を頻繁に行うことは、ユーザ要求によるデータ記録のパフォーマン
スの低下や、光ディスクの劣化を早めてしまうという問題を引き起こしてしまう。
【０００８】
この発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、情報記録媒体に対するバッ
クグラウンドフォーマット処理の際に情報記録媒体上に記録する記録状態の情報を適切な
タイミングで更新することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
この発明は上記の目的を達成するため、以下の（１）～（７）の情報記録再生装置を提供
する。
（１）再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバ
ックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウンドフォーマット処理制
御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が有ったとき、上記
バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を
中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段と、そのバックグラウンドフ
ォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後
、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータを記録するデータ記録制
御手段と、そのデータ記録制御手段によってデータを記録した後、上記情報記録媒体上の
所定領域に上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制
御手段と、そのデータ記録状態情報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した
後、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマッ
ト処理を再開させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御手段を備えた情報記録再
生装置。
【００１０】
（２）再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバ
ックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウンドフォーマット処理制
御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が有ったとき、上記
バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を
中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段と、そのバックグラウンドフ
ォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後
、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータを記録するデータ記録制
御手段と、そのデータ記録制御手段によるデータ記録の完了から予め設定した所定時間が
経過したか否かを判断する所定時間経過判断手段と、その所定時間経過判断手段によって
所定時間を経過したと判断したとき、上記情報記録媒体上の所定領域に上記情報記録媒体
のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段と、そのデータ記録状
態情報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した後、上記バックグラウンドフ
ォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を再開させるバックグ
ラウンドフォーマット処理再開制御手段を備えた情報記録再生装置。
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【００１１】
（３）再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバ
ックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウンドフォーマット処理制
御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が有ったとき、上記
バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を
中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段と、そのバックグラウンドフ
ォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後
、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータを記録するデータ記録制
御手段と、そのデータ記録制御手段によるデータ記録の完了から予め設定した第１所定時
間が経過したか否かを判断する第１所定時間経過判断手段と、その第１所定時間経過判断
手段によって第１所定時間が経過したと判断したとき、上記情報記録媒体上の所定領域に
上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段と、
そのデータ記録状態情報記録制御手段によるデータ記録状態情報の記録完了から予め設定
した第２所定時間が経過したか否かを判断する第２所定時間経過判断手段と、その第２所
定時間経過判断手段によって第２所定時間が経過したと判断したとき、上記バックグラウ
ンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を再開させるバ
ックグラウンドフォーマット処理再開制御手段を備えた情報記録再生装置。
【００１２】
（４）再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバ
ックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウンドフォーマット処理制
御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中に上記情報記録媒体のイジェクト要求
が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンド
フォーマット処理を中断させた後、上記情報記録媒体上の所定領域に上記情報記録媒体の
データ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段と、そのデータ記録状態
情報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した後、上記情報記録媒体をイジェ
クトする情報記録媒体イジェクト制御手段を備えた情報記録再生装置。
【００１３】
（５）再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバ
ックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウンドフォーマット処理制
御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にそのバックグラウンドフォーマット
処理の中断要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバ
ックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、上記情報記録媒体上の所定領域に上記
情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段を備えた
情報記録再生装置。
【００１４】
（６）再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグラウンドで行うバ
ックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウンドフォーマット処理制
御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中に上記情報記録媒体のデータ記録状態
情報の更新要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバ
ックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、上記情報記録媒体上の所定領域のデー
タ記録状態情報を更新して記録するデータ記録状態情報記録制御手段を備えた情報記録再
生装置。
【００１５】
（７）上記のような情報記録再生装置において、上記データ記録状態情報が変更されたと
きにのみ、上記データ記録状態情報記録制御手段によるデータ記録状態情報の記録を行わ
せる手段を設けた情報記録再生装置。
【００１６】
また、以下の（８）～（１４）のプログラムも提供する。
（８）コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグ
ラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、そのバックグラウンドフ
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ォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が
有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフ
ォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御機能と、そのバ
ックグラウンドフォーマット処理中断制御機能によってバックグラウンドフォーマット処
理を中断させた後、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータを記録
するデータ記録制御機能と、そのデータ記録制御機能によってデータを記録した後、上記
情報記録媒体上の所定領域に上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記
録状態情報記録制御機能と、そのデータ記録状態情報記録制御機能によってデータ記録状
態情報を記録した後、上記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラ
ウンドフォーマット処理を再開させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御機能と
を実現させるためのプログラム。
【００１７】
（９）コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバックグ
ラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、そのバックグラウンドフ
ォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求が
有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフ
ォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御機能と、そのバ
ックグラウンドフォーマット処理中断制御機能によってバックグラウンドフォーマット処
理を中断させた後、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータを記録
するデータ記録制御機能と、そのデータ記録制御機能によるデータ記録の完了から予め設
定した所定時間が経過したか否かを判断する所定時間経過判断機能と、その所定時間経過
判断機能によって所定時間を経過したと判断したとき、上記情報記録媒体上の所定領域に
上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御機能と、
そのデータ記録状態情報記録制御機能によってデータ記録状態情報を記録した後、上記バ
ックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理を再
開させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御機能を実現させるためのプログラム
。
【００１８】
（１０）コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバック
グラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、そのバックグラウンド
フォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録要求
が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンド
フォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御機能と、その
バックグラウンドフォーマット処理中断制御機能によってバックグラウンドフォーマット
処理を中断させた後、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータを記
録するデータ記録制御機能と、そのデータ記録制御機能によるデータ記録の完了から予め
設定した第１所定時間が経過したか否かを判断する第１所定時間経過判断機能と、その第
１所定時間経過判断機能によって第１所定時間が経過したと判断したとき、上記情報記録
媒体上の所定領域に上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情
報記録制御機能と、そのデータ記録状態情報記録制御機能によるデータ記録状態情報の記
録完了から予め設定した第２所定時間が経過したか否かを判断する第２所定時間経過判断
機能と、その第２所定時間経過判断機能によって第２所定時間が経過したと判断したとき
、上記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット
処理を再開させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御機能を実現させるためのプ
ログラム。
【００１９】
（１１）コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバック
グラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、そのバックグラウンド
フォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中に前記情報記録媒
体のイジェクト要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御機能によ
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るバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、上記情報記録媒体上の所定領域に
上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御機能と、
そのデータ記録状態情報記録制御機能によってデータ記録状態情報を記録した後、上記情
報記録媒体をイジェクトする情報記録媒体イジェクト制御機能を実現させるためのプログ
ラム。
【００２０】
（１２）コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバック
グラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、そのバックグラウンド
フォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中にそのバックグラ
ウンドフォーマット処理の中断要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処
理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、上記情報記録媒体
上の所定領域に上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記
録制御機能を実現させるためのプログラム。
【００２１】
（１３）コンピュータに、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバック
グラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御機能と、そのバックグラウンド
フォーマット処理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理中に上記情報記録媒
体のデータ記録状態情報の更新要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処
理制御機能によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、上記情報記録媒体
上の所定領域のデータ記録状態情報を更新して記録するデータ記録状態情報記録制御機能
を実現させるためのプログラム。
【００２２】
（１４）上記（８）～（１３）のいずれか一項に記載のプログラムにおいて、コンピュー
タに、上記データ記録状態情報が変更されたときにのみ、上記データ記録状態情報記録制
御機能によるデータ記録状態情報の記録を行わせる機能を設けたプログラム。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図面に基づいて具体的に説明する。
図１は、この発明の一実施形態である光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図で
ある。
この光ディスク記録再生装置は、ＤＣ－ＲＷ，ＤＶＤ＋ＲＷ等の情報の再記録可能な光デ
ィスク１１を回転させるスピンドルモータ（以下「モータ」と称する）１と、半導体レー
ザを搭載して光ディスク１１の記録領域にレーザ光Ｌを照射する光ピックアップ２と、そ
の光ピックアップ２をその内部に設けられているシークモータ（図示は省略）と共同して
光ディスク１１の半径方向に移動させる粗動モータ３を備えている。
【００２４】
また、モータ１の回転制御を行う回転制御系部４と、粗動モータ３の駆動制御を行う粗動
モータ制御系部５と、光ピックアップ２の制御を行う光ピックアップ制御系部６と、光ピ
ックアップ２によって読み取った情報の信号及び光ディスク１１の記録領域に書き込む情
報の信号を送受する信号処理系部７を備えている。さらに、光ディスク１１から再生され
た情報を一時的に蓄積するキャッシュメモリ８と、上記制御系部４～６及び信号処理系部
７の制御処理と共に、この発明に係る機能の各種処理を行うＣＰＵ，ＲＯＭ及びＲＡＭ等
からなるマイクロコンピュータによって実現されるコントローラ９を備えている。
また、コントローラ９は外部インタフェース１０を介してホストコンピュータに接続され
ており、ユーザによるホストコンピュータからの指示に基づいて光ディスク１１から読み
取った情報をホストコンピュータへ送出し、ホストコンピュータから光ディスク１１に書
き込む情報を受け取る。
【００２５】
そして、この光ディスク記録再生装置は、光ディスク１１をモータ１によって回転させな
がら光ピックアップ２をその光ディスク１１の半径方向に移動させ、光ピックアップ２の
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半導体レーザからレーザ光Ｌを光ディスク１１の記録面上の記録領域に照射させてこの発
明に係わるバックグラウンドフォーマット処理と情報の記録及び再生を行う。
情報の記録では、外部インタフェース１０を介してホストコンピュータから受け取った情
報をキャッシュメモリ８に一旦蓄積した後に信号処理系部７によって記録信号に変換し、
光ピックアップ２からその記録信号に応じたレーザ光を光ディスク１１の記録面に照射し
て情報を記録する。
また、情報の再生では、ホストコンピュータからの情報の読み出し要求に基づいて光ディ
スク１１から情報の読み出した情報をキャッシュメモリ８に一旦蓄積した後に外部インタ
フェース１０を介してホストコンピュータへ送出する。
【００２６】
図２は、ＤＶＤ＋ＲＷディスクにおけるバックグラウンドフォーマット処理によるダミー
データの記録とユーザ要求によるデータ記録再生の説明図である。
リードイン領域２１，ユーザデータ領域２２，リードアウト領域２３からなるブランクデ
ィスクが挿入された場合、バックグラウンドフォーマットの初期化処理でリードイン領域
２１の一部２４だけを記録し、その一部２４にＦＤＣＢと呼ばれる領域２５にデータ記録
状態情報を記録し、ユーザデータ領域２２に対するホストコンピュータからのデータ記録
再生を可能にする（図２の（ａ））。その後、バックグラウンドフォーマット処理により
、内周からユーザデータ領域２２のデータ未記録領域２６をダミーデータで記録していく
（図２の（ｂ））。
【００２７】
ホストコンピュータからデータ記録再生要求があった場合、バックグラウンドフォーマッ
ト処理を停止し、ユーザデータ領域２２のユーザデータ２７の記録再生を行う（図２の（
ｃ））。
ホストコンピュータが要求したデータ記録再生が終了すると、前回停止したアドレスから
バックグラウンドフォーマット処理を再開し、データ未記録領域２８，２９にフォーマッ
ト処理を施す（図２の（ｄ））。
また、バックグラウンドフォーマット処理中に光ディスクを取り出す場合は、フォーマッ
ト済アドレスＰ１や、未フォーマット領域にユーザがデータ記録を行った領域などの情報
を、リードイン領域２１内のＦＤＣＢと呼ばれる領域２５にデータ記録状態情報を記録し
てから光ディスクを取り出す（図２の（ｄ））。
【００２８】
（１）図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項１及び８に係わる
機能と処理
この場合、上記コントローラ９に上記請求項８に記載のプログラムをインストールし、そ
のプログラムの各機能を実現する。
【００２９】
すなわち、コントローラ９は、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバ
ックグラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウ
ンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録
要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウ
ンドフォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段と、
そのバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマ
ット処理を中断させた後、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータ
を記録するデータ記録制御手段と、そのデータ記録制御手段によってデータを記録した後
、上記情報記録媒体上の所定領域に上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデ
ータ記録状態情報記録制御手段と、そのデータ記録状態情報記録制御手段によってデータ
記録状態情報を記録した後、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバッ
クグラウンドフォーマット処理を再開させるバックグラウンドフォーマット処理再開制御
手段の機能を果たす。
【００３０】
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図３は、図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項１及び８に係わ
るバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
コントローラ９は、バックグラウンドフォーマット処理を開始後、ステップ（図中「Ｓ」
で示す）１でバックグラウンドフォーマット処理が終了か否かを判断し、最初は終了では
ないから、ステップ２へ進んでホストコンピュータからのデータ記録要求が有るか否かを
判断する。無ければステップ１へ戻り、ホストコンピュータからのデータ記録要求（ユー
ザ要求）があった場合は、ステップ３へ進んでバックグラウンドフォーマット処理を中断
して、ステップ４でホストコンピュータからのデータ記録を行う。
【００３１】
その後、ステップ５へ進んで光ディスクのフォーマッティング・ディスク・コントロール
・ブロック（Ｆｏｒｍａｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｂｌｏｃｋ（ＦＤＣＢ
））と呼ばれる領域にディスク記録状態情報を記録し、ステップ６へ進んでバックグラウ
ンドフォーマット処理を再開し、ステップ１へ戻って上述の処理を繰り返す。そして、ス
テップ１でバックグラウンドフォーマット処理が終了と判断したら、このバックグラウン
ドフォーマット処理を終了する。
このようにして、ユーザ要求によるデータの記録後、ＦＤＣＢの更新を行うため、バック
グラウンドフォーマット処理中、ユーザ要求によって光ディスクを取り出した場合もユー
ザが記録を行った領域を正確に知ることが可能になる。
【００３２】
（２）図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項２及び９に係わる
機能と処理
次に、バックグラウンドフォーマット処理中、ユーザ要求によるデータ記録が連続して行
われる場合、それぞれのデータ記録要求のたびにＦＤＣＢを更新したのでは、データ記録
のパフォーマンスを落とすことになる。また、ＦＤＣＢの頻繁な更新は光ディスクの劣化
につながる。
そこで、この発明の請求項２及び９に係わる機能では、そのような不具合を解消する。
この場合、上記コントローラ９に上記請求項９に記載のプログラムをインストールし、そ
のプログラムの各機能を実現する。
【００３３】
すなわち、コントローラ９は、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバ
ックグラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウ
ンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録
要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウ
ンドフォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段と、
そのバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマ
ット処理を中断させた後、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータ
を記録するデータ記録制御手段の機能を果たす。
【００３４】
また、そのデータ記録制御手段によるデータ記録の完了から予め設定した所定時間が経過
したか否かを判断する所定時間経過判断手段と、その所定時間経過判断手段によって所定
時間を経過したと判断したとき、上記情報記録媒体上の所定領域に上記情報記録媒体のデ
ータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段と、そのデータ記録状態情
報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した後、上記バックグラウンドフォー
マット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を再開させるバックグラウ
ンドフォーマット処理再開制御手段の機能も果たす。
【００３５】
図４は、図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項２及び９に係わ
るバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
コントローラ９は、バックグラウンドフォーマット処理を開始後、ステップ（図中「Ｓ」
で示す）１１でバックグラウンドフォーマット処理が終了か否かを判断する。最初は終了
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ではないから、ステップ１２へ進んでホストコンピュータからのデータ記録要求が有るか
否かを判断する。ホストコンピュータからのデータ記録要求が無ければステップ１１へ戻
り、ホストコンピュータからのデータ記録要求（ユーザ要求）があった場合は、ステップ
１３へ進んでバックグラウンドフォーマット処理中か否かを判断する。最初はバックグラ
ウンドフォーマット処理中だから、ステップ１４へ進んでバックグラウンドフォーマット
処理を中断して、ステップ１５でホストコンピュータからのデータ記録を行い、データ記
録完了と共にデータ記録完了からバックグラウンドフォーマット再開までの予め設定され
た一定時間（所定時間）の計測（カウント）を開始する。
【００３６】
その後、ステップ１６へ進んで上記一定時間が経過したか否かを判断する。上記一定時間
を経過していなければ最初の処理へ戻ってステップ１１～１３の判断処理を繰り返し、ス
テップ１２の判断でデータ記録要求が有り、ステップ１３の判断でバックグラウンドフォ
ーマット処理中でなければ、ステップ１５へ進んでホストコンピュータからのデータ記録
を行い、ステップ１６へ進んで上記一定時間が経過したか否かを判断する。上記一定時間
が経過したら、ステップ１７へ進んでＦＤＣＢを更新して、ステップ１８へ進んでバック
グラウンドフォーマット処理を再開して、ステップ１１へ戻って上述の処理を繰り返す。
そして、ステップ１１でバックグラウンドフォーマット処理が終了と判断したら、このバ
ックグラウンドフォーマット処理を終了する。
【００３７】
このようにして、バックグラウンドフォーマット処理中、ユーザ要求によるデータ記録再
生が連続して行われる場合、すべてのデータ記録が完了してからＦＤＣＢを更新するため
、ユーザ要求によるデータ記録のパフォーマンスの低下を避けることができる。また、頻
繁に更新処理を行わずに済むのでＦＤＣＢ領域の劣化を避けることが可能になる。
【００３８】
（３）図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項３及び１０に係わ
る機能と処理
この場合、上記コントローラ９に上記請求項１０に記載のプログラムをインストールし、
そのプログラムの各機能を実現する。
【００３９】
すなわち、コントローラ９は、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバ
ックグラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウ
ンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にデータ記録
要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウ
ンドフォーマット処理を中断させるバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段と、
そのバックグラウンドフォーマット処理中断制御手段によってバックグラウンドフォーマ
ット処理を中断させた後、上記情報記録媒体に対して上記データ記録要求に基づくデータ
を記録するデータ記録制御手段の機能を果たす。
【００４０】
また、そのデータ記録制御手段によるデータ記録の完了から予め設定した第１所定時間が
経過したか否かを判断する第１所定時間経過判断手段と、その第１所定時間経過判断手段
によって第１所定時間が経過したと判断したとき、上記情報記録媒体上の所定領域に上記
情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段と、その
データ記録状態情報記録制御手段によるデータ記録状態情報の記録完了から予め設定した
第２所定時間が経過したか否かを判断する第２所定時間経過判断手段と、その第２所定時
間経過判断手段によって第２所定時間が経過したと判断したとき、上記バックグラウンド
フォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を再開させるバック
グラウンドフォーマット処理再開制御手段の機能も果たす。
【００４１】
図５は、図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項３及び１０に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
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コントローラ９は、バックグラウンドフォーマット処理を開始後、ステップ（図中「Ｓ」
で示す）２１でバックグラウンドフォーマット処理が終了か否かを判断する。最初は終了
ではないから、ステップ２２へ進んでホストコンピュータからのデータ記録要求が有るか
否かを判断する。ホストコンピュータからのデータ記録要求が無ければステップ２１へ戻
り、ホストコンピュータからのデータ記録要求（ユーザ要求）があった場合は、ステップ
２３へ進んでバックグラウンドフォーマット処理中か否かを判断する。
【００４２】
最初はバックグラウンドフォーマット処理中だから、ステップ２４へ進んでバックグラウ
ンドフォーマット処理を中断して、ステップ２５でホストコンピュータからのデータ記録
を行い、データ記録完了と共にデータ記録完了からバックグラウンドフォーマット再開ま
での予め設定された一定時間（第１所定時間）の計測（カウント）を開始する。その後、
ステップ２６へ進んで上記一定時間（第１所定時間）が経過したか否かを判断する。上記
第１所定時間を経過していなければ最初の処理へ戻ってステップ２１～２３の判断処理を
繰り返し、ステップ２２の判断でデータ記録要求が有り、ステップ２３の判断でバックグ
ラウンドフォーマット処理中でなければ、ステップ２５へ進んでホストコンピュータから
のデータ記録を行い、ステップ２６へ進んで上記一定時間（第１の所定時間）が経過した
か否かを判断する。
【００４３】
上記第１の所定時間が経過したら、ステップ２７へ進んでＦＤＣＢを更新して、更新完了
と共に更新完了からバックグラウンドフォーマット再開までの予め設定された一定時間（
第２所定時間）の計測（カウント）を開始する。その後、ステップ２８へ進んで上記一定
時間（第２所定時間）が経過したか否かを判断する。上記第２所定時間を経過していなけ
れば最初の処理へ戻ってステップ２１～２７の処理を繰り返し、上記第２の所定時間を経
過したら、ステップ２９へ進んでバックグラウンドフォーマット処理を再開して、ステッ
プ２１へ戻って上述の処理を繰り返す。そして、ステップ２１でバックグラウンドフォー
マット処理が終了と判断したら、このバックグラウンドフォーマット処理を終了する。
【００４４】
ここで、上記（２）の処理との違いは、（２）の処理ではデータ記録からＦＤＣＢ更新ま
での時間と、バックグラウンドフォーマット処理再開までの時間が同じであるのに対し、
（３）の処理ではデータ記録からＦＤＣＢ更新までの時間と、データ記録からバックグラ
ウンドフォーマット処理再開までの時間を別々に設定できることである。
このようにして、バックグラウンドフォーマット処理中、ユーザ要求によるデータ記録再
生が連続して行われる場合、すべてのデータ記録が完了してからＦＤＣＢを更新するため
、ユーザ要求によるデータ記録のパフォーマンスの低下を避けることができる。また、頻
繁に更新処理を行わずに済むのでＦＤＣＢ領域の劣化を避けることが可能になる。
【００４５】
（４）図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項４及び１１に係わ
る機能と処理
この場合、上記コントローラ９に上記請求項１１に記載のプログラムをインストールし、
そのプログラムの各機能を実現する。
【００４６】
すなわち、コントローラ９は、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバ
ックグラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウ
ンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中に上記情報記
録媒体のイジェクト要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマット処理制御手段
によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、上記情報記録媒体上の所定領
域に上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情報記録制御手段
と、そのデータ記録状態情報記録制御手段によってデータ記録状態情報を記録した後、上
記情報記録媒体をイジェクトする情報記録媒体イジェクト制御手段の機能を果たす。
【００４７】
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図６は、図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項４及び１１に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
コントローラ９は、バックグラウンドフォーマット処理を開始後、ステップ（図中「Ｓ」
で示す）３１でバックグラウンドフォーマット処理が終了か否かを判断する。最初は終了
ではないから、ステップ３２へ進んでホストコンピュータからのデータ記録要求が有るか
否かを判断する。有った場合は、ステップ３３へ進んでバックグラウンドフォーマット処
理を中断して、ステップ３４でホストコンピュータからのデータ記録を行い、ステップ３
５へ進んでバックグラウンドフォーマット処理を再開し、最初の処理へ戻って上述の処理
を繰り返す。
【００４８】
ステップ３２の判断でホストコンピュータからのデータ記録要求が無ければ、ステップ３
６へ進んでホストコンピュータから光ディスクのイジェクト（取り出し）要求が有ったか
否かを判断する。イジェクト要求が無ければステップ３１へ戻って上述の処理を繰り返し
、ステップ３１でバックグラウンドフォーマット処理の終了と判断したら、この処理を終
了する。ステップ３６でイジェクト要求が有ったと判断したら、ステップ３７へ進んでバ
ックグラウンドフォーマット処理を中断し、ＦＤＣＢを更新して、ステップ３８へ進んで
光ディスクの取り出し処理を行い、このバックグラウンドフォーマット処理を終了する。
【００４９】
このようにして、バックグラウンドフォーマット処理中、ユーザ要求によるデータ記録再
生が連続して行われる場合、すべてのデータ記録が完了してからＦＤＣＢを更新するため
、ユーザ要求によるデータ記録のパフォーマンスの低下を避けることができる。また、頻
繁に更新処理を行わずに済むのでＦＤＣＢ領域の劣化を避けることが可能になる。
【００５０】
（５）図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項５及び１２に係わ
る機能と処理
次に、例えばＤＶＤ＋ＲＷディスクでは、バックグラウンドフォーマット処理中にディス
クを取り出す場合、ユーザ要求によってバックグラウンドフォーマット処理を中断しなけ
ればならない。そこで、この発明の請求項５及び１２に係わる機能では、バックグラウン
ドフォーマット処理の中断要求が有った場合に不具合がないようにしている。
この場合、上記コントローラ９に上記請求項１２に記載のプログラムをインストールし、
そのプログラムの各機能を実現する。
【００５１】
すなわち、コントローラ９は、再記録可能な情報記録媒体に対するフォーマット処理をバ
ックグラウンドで行うバックグラウンドフォーマット処理制御手段と、そのバックグラウ
ンドフォーマット処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理中にそのバック
グラウンドフォーマット処理の中断要求が有ったとき、上記バックグラウンドフォーマッ
ト処理制御手段によるバックグラウンドフォーマット処理を中断させた後、上記情報記録
媒体上の所定領域に上記情報記録媒体のデータ記録状態情報を記録するデータ記録状態情
報記録制御手段の機能を果たす。
【００５２】
図７は、図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項５及び１２に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
コントローラ９は、バックグラウンドフォーマット処理を開始後、ステップ（図中「Ｓ」
で示す）４１でバックグラウンドフォーマット処理が終了か否かを判断する。最初は終了
ではないから、ステップ４２へ進んでホストコンピュータからのデータ記録要求が有るか
否かを判断する。有った場合は、ステップ４３へ進んでバックグラウンドフォーマット処
理を中断して、ステップ４４でホストコンピュータからのデータ記録を行い、ステップ４
５へ進んでバックグラウンドフォーマット処理を再開し、最初の処理へ戻って上述の処理
を繰り返す。
【００５３】
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ステップ４２の判断でホストコンピュータからのデータ記録要求が無ければ、ステップ４
６へ進んでホストコンピュータからバックグラウンドフォーマット処理の中断要求が有っ
たか否かを判断する。中断要求が無ければステップ４１へ戻って上述の処理を繰り返し、
ステップ４１でバックグラウンドフォーマット処理の終了と判断したら、この処理を終了
する。ステップ４６で中断要求が有ったと判断したら、ステップ４７へ進んでバックグラ
ウンドフォーマット処理を中断し、ステップ４８へ進んでＦＤＣＢを更新して、このバッ
クグラウンドフォーマット処理を終了する。
【００５４】
このようにして、バックグラウンドフォーマット処理中、ユーザ要求によるデータ記録再
生があってもＦＤＣＢの更新を行わないため、ユーザ要求によるデータ記録のパフォーマ
ンスの低下、ＦＤＣＢ領域の劣化を避けることが可能になる。また、バックグラウンドフ
ォーマット処理中、光ディスクを取り出す場合はユーザ要求によってバックグラウンドフ
ォーマット処理が中断されるため、ＦＤＣＢが更新されてから光ディスクが取り出される
ことになる。
【００５５】
（６）図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項６及び１３に係わ
る機能と処理
次に、バックグラウンドフォーマット処理中の光ディスクの取り出し、電源ＯＦＦ等はユ
ーザが行うものであり、ＦＤＣＢ更新もユーザ要求によって行うのが確実である。そこで
、この発明の請求項６及び１３に係わる機能では、ユーザ要求によるデータ記録状態情報
の更新を行う。
【００５６】
図８は、図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項６及び１３に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
コントローラ９は、バックグラウンドフォーマット処理を開始後、ステップ（図中「Ｓ」
で示す）５１でバックグラウンドフォーマット処理が終了か否かを判断する。最初は終了
ではないから、ステップ５２へ進んでホストコンピュータからのデータ記録要求が有るか
否かを判断する。有った場合は、ステップ５３へ進んでバックグラウンドフォーマット処
理を中断して、ステップ５４でホストコンピュータからのデータ記録を行い、ステップ５
５へ進んでバックグラウンドフォーマット処理を再開し、最初の処理へ戻って上述の処理
を繰り返す。
【００５７】
ステップ５２の判断でホストコンピュータからのデータ記録要求が無ければ、ステップ５
６へ進んでホストコンピュータからＦＤＣＢの更新要求が有ったか否かを判断する。更新
要求が無ければステップ５１へ戻って上述の処理を繰り返し、ステップ５１でバックグラ
ウンドフォーマット処理の終了と判断したら、この処理を終了する。ステップ５６で更新
要求が有ったと判断したら、ステップ５７へ進んでバックグラウンドフォーマット処理を
中断し、ステップ５８へ進んでＦＤＣＢを更新して、このバックグラウンドフォーマット
処理を終了する。
【００５８】
このようにして、ＦＤＣＢ更新をユーザ要求で行うことにより、最適なタイミングでＦＤ
ＣＢの更新を行うことができ、データ記録のパフォーマンス低下や、光ディスクの劣化と
いった問題を避けることが可能になる。
【００５９】
（７）図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項７及び１４に係わ
る機能と処理
次に、ＦＤＣＢには、現在バックグラウンドフォーマット処理がどこまで進んでいるかを
示す情報、また、未フォーマット領域にユーザがデータ記録を行った場合はその記録アド
レスを示す情報などが含まれる。これは、既にユーザが記録を行った領域に対し、バック
グラウンドフォーマット処理によってダミーデータで上書きすることを避けるためである
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。
従って、バックグラウンドフォーマット処理中、ユーザがフォーマット済領域に対しての
みデータ記録を行った場合、また、バックグラウンドフォーマット処理によるダミーデー
タ記録が進んでいない場合などは、ＦＤＣＢを更新する必要は無い。そこで、この発明の
請求項７及び１４に係わる機能では、データ記録状態情報が変更されたときにのみ更新を
行う。
【００６０】
図９は、図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項７及び１４に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
コントローラ９は、バックグラウンドフォーマット処理を開始後、ステップ（図中「Ｓ」
で示す）６１でバックグラウンドフォーマット処理が終了か否かを判断する。最初は終了
ではないから、ステップ６２へ進んでホストコンピュータからのデータ記録要求が有るか
否かを判断する。有った場合は、ステップ６３へ進んでバックグラウンドフォーマット処
理を中断して、ステップ６４でホストコンピュータからのデータ記録を行い、ステップ６
５へ進んでＦＤＣＢの情報に変更が有ったか否かを判断する。
【００６１】
ＦＤＣＢの情報に変更が無ければ、ステップ６７へ進んでバックグラウンドフォーマット
処理を再開し、最初の処理へ戻って上述の処理を繰り返す。ＦＤＣＢの情報に変更が有っ
たら、ステップ６６へ進んでＦＤＣＢを更新して、ステップ６７へ進んでバックグラウン
ドフォーマット処理を再開し、最初の処理へ戻って上述の処理を繰り返し、ステップ６１
でバックグラウンドフォーマット処理の終了と判断したら、この処理を終了する。
このようにして、ディスク記録状態が変わった場合のみＦＤＣＢを更新するため、ユーザ
要求によるデータ記録のパフォーマンスの低下を避けることができる。また、頻繁に更新
処理を行わずに済むのでＦＤＣＢ領域の劣化を避けることが可能になる。
【００６２】
【発明の効果】
以上説明してきたように、この発明の情報記録再生装置とプログラムによれば、情報記録
媒体に対するバックグラウンドフォーマット処理の際に情報記録媒体上に記録する記録状
態の情報を適切なタイミングで更新することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態である光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】ＤＶＤ＋ＲＷにおけるバックグラウンドフォーマットによるダミーデータの記録
とユーザ要求によるデータ記録再生の説明図である。
【図３】図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項１及び８に係わ
るバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
【図４】図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項２及び９に係わ
るバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
【図５】図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項３及び１０に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
【図６】図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項４及び１１に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
【図７】図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項５及び１２に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
【図８】図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項６及び１３に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
【図９】図１に示した光ディスク記録再生装置におけるこの発明の請求項７及び１４に係
わるバックグラウンドフォーマット処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１：スピンドルモータ　　２：光ピックアップ
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３：粗動モータ　　　　　４：回転制御系部
５：粗動モータ制御系部　６：光ピックアップ制御系部
７：信号処理系部　　　　８：キャッシュメモリ
９：コントローラ　　　　１０：外部インタフェース
１１：光ディスク　　　　２１：リードイン領域
２２：ユーザデータ領域　２３：リードアウト領域

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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