
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
書換え記録可能で回転駆動される情報記録媒体に対 フォーマット処理
をバックグランドで行うとともにユーザ要求によるユーザデータの記録処理を行う情報記
録方法であって、
　前記ユーザ要求によるユーザデータの記録

【請求項２】
前記バックグランドによるフォーマット処理の処理速度を、線速度一定方式により制御す
るようにした請求項 載の情報記録方法。
【請求項３】
前記バックグランドによるフォーマット処理の処理速度を、ゾーン線速度一定方式により
制御する請求項 記載の情報記録方法。
【請求項４】
前記ユーザ要求によるユーザデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了し
てからの時間を計測し、その時間が一定時間経過するまでは前記バックグランドによるフ
ォーマット処理を再開させないようにした請求項１ないし の何れか一記載の情報記録方
法。
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時にユーザから要求された記録速度で記録を
行う工程と、
　前記バックグランドによるフォーマット処理時に書込み可能な最高速度で記録を行う工
程とを備える情報記録方法。

１記

１

３



【請求項５】
前記ユーザ要求によるユーザデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了し
てからの時間を計測し、その時間が一定時間経過するまでは前記ユーザ要求によるユーザ
データの記録又は再生処理の処理速度のままで前記バックグランドによるフォーマット処
理を再開させるようにした請求項１ないし の何れか一記載の情報記録方法。
【請求項６】
前記バックグランドによるフォーマット処理を再開させた場合に前記一定時間が経過して
も記録又は再生処理のユーザ要求がなかった場合には前記バックグランドによるフォーマ
ット処理の処理速度を高速側に切換えるようにした請求項 記載の情報記録方法。
【請求項７】
書換え記録可能な情報記録媒体として、書換え記録可能な光ディスクを対象とする請求項
１ないし の何れか一記載の情報記録方法。
【請求項８】
書換え記録可能な情報記録媒体を回転駆動するモータと、前記情報記録媒体に対して

データの記録処理を行う記録ヘッドとを有し、前記情報記録媒体に対する前記記録
ヘッドによるフォーマット処理をバックグランドで行うとともに前記記録ヘッドによりユ
ーザ要求によるユーザデータの記録処理を行うようにした情報記録装置であって、
　

と、を備える情報記録装置。
【請求項９】
前記バックグランドによるフォーマット処理の処理速度を、線速度一定方式により制御す
るようにした請求項 記載の情報記録装置。
【請求項１０】
前記バックグランドによるフォーマット処理の処理速度を、ゾーン線速度一定方式により
制御する請求項 記載の情報記録装置。
【請求項１１】
前記ユーザ要求によるユーザデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了し
てからの時間を計測するタイマ手段と、このタイマ手段により計測される時間が一定時間
経過するまでは前記バックグランドによるフォーマット処理を再開させない再開制限手段
と、を備える請求項 ないし の何れか一記載の情報記録装置。
【請求項１２】
前記ユーザ要求によるユーザデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了し
てからの時間を計測するタイマ手段と、その時間が一定時間経過するまでは前記ユーザ要
求によるユーザデータの記録又は再生処理の処理速度のままで前記バックグランドによる
フォーマット処理を再開させる再開速度規制手段と、を備える請求項 ないし の何れ
か一記載の情報記録装置。
【請求項１３】
前記バックグランドによるフォーマット処理を再開させた場合に前記一定時間が経過して
も記録又は再生処理のユーザ要求がなかった場合には前記バックグランドによるフォーマ
ット処理の処理速度を高速側に切換える再開後速度更新手段を備える請求項 記載の情
報記録装置。
【請求項１４】
書換え記録可能な情報記録媒体として、書換え記録可能な光ディスクを対象とする請求項

ないし の何れか一記載の情報記録装置。
【請求項１５】
請求項 ないし の何れか一記載の情報記録装置を備える情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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前記ユーザ要求によるユーザデータの記録時にユーザから要求された記録速度で記録を
行う手段と、
　前記バックグランドによるフォーマット処理時に書込み可能な最高速度で記録を行う手
段
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【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＣＤ－ＲＷ（Ｃ ompact　Ｄ isc－Ｒ eＷ ritable）やＤＶＤ＋ＲＷ（Ｄ igital
Ｖ ideo又はＶ ersatile　Ｄ isc＋Ｒ eＷ ritable）等の書換え記録可能な情報記録媒体を用
いる情報記録方法、情報記録装置、情報処理装 関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＣＤ－ＲＷディスクやＤＶＤ＋ＲＷディスクなどの書換え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 (ＵＤＦ：Ｕ niversal Ｄ
isc Ｆ ormat)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やＤＶ
Ｄ＋ＲＷ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。
【０００３】
ＣＤ－ＲＷの場合、データの記録再生をランダムに行うためには、記録領域の全面或いは
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。また、
ＤＶＤ＋ＲＷ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。
【０００４】
このように、フォーマットはディスク全面或いは指定領域に対してダミーデータを埋め尽
くすため、フォーマットの処理時間は情報記録媒体の大容量化に比例して増大してしまう
問題がある。
【０００５】
このような問題に対し、例えば特開平１１－１３４７９９号公報によれば、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、短時間でユーザが要求するデータ
の記録再生を可能にする情報記録再生装置が提案されている。同公報例は、ＣＤ－ＲＷデ
ィスクについてのバックグラウンドによるフォーマット処理に関するものであるが、ＤＶ
Ｄ＋ＲＷディスクにおいても同様のバックグラウンドによるフォーマット処理が提案され
ている。
【０００６】
バックグラウンドによるフォーマット処理では、ユーザからのデータ記録又は再生要求が
ない時間を使用して、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も
のであり、バックグラウンドによるフォーマット処理中に、ユーザからデータ記録又は再
生要求が発生した場合には、フォーマット処理を中断して、ユーザ要求によるデータ記録
又は再生処理を行う。
【０００７】
このように、バックグラウンドによるフォーマット処理中は、ユーザ要求によるデータ記
録又は再生処理と、バックグラウンドによるフォーマット処理としてのダミーデータの記
録処理とを並行して行う必要がある。
【０００８】
一方、ランダムＵＤＦを用いた場合、ユーザはデータ記録又は再生を、ディスク上のアド
レスをランダムに指定して行うことができる。しかしながら、ＣＤやＤＶＤのように、線
速度一定（ＣＬＶ：Ｃ onstant Ｌ inear Ｖ elocity）方式のディスクの場合、指定アドレ
スのディスク半径方向の位置によって、ディスクの回転速度を変えなければならず、パフ
ォーマンスが低下するといった問題を抱えている。
【０００９】
このような問題に対しては、例えば特開２０００－１１５２４に示されるように、ディス
クへの記録再生を角速度一定（ＣＡＶ：Ｃ onstant Ａ ngler Ｖ elocity）方式で行う情報
記録再生装置が提案されている。ＣＡＶ方式でのデータ記録又は再生処理は要求アドレス
によってディスクの回転速度が変化しないため、ランダムＵＤＦに適したディスク回転制
御方法である。ＣＡＶ方式によるデータの記録又は再生処理では、ディスク内周における

10

20

30

40

50

(3) JP 4006184 B2 2007.11.14

置に



記録再生速度は外周よりも遅く、アドレスの増加とともにリニアに記録再生速度が増加し
ていく。
【００１０】
ところで、例えば、内周４倍速、外周１０倍速となるＣＡＶ方式でのデータ記録速度に対
応したＣＤ－ＲＷディスク記録再生装置は、１０倍速ＣＬＶでの記録速度に対応している
という具合に、ＣＡＶ方式での最外周の記録速度は、同様の速度をＣＬＶ方式においてサ
ポートしている情報記録再生装置が多い。このような情報記録再生装置において、データ
をシーケンシャルに記録する場合は、上述の例の場合では、１０倍速ＣＬＶで記録を行う
方が有効である。
【００１１】
フォーマットもシーケンシャルなデータ記録であり、ランダムＵＤＦではＣＡＶ記録再生
が有効であるのに対し、バックグラウンドフォーマットは前述の例のようにＣＬＶ記録が
有効である場合があり得る。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
このように、バックグラウンドによるフォーマット処理中においては、ユーザ要求による
データ記録又は再生処理とバックグラウンドによるフォーマット処理によるダミーデータ
の記録処理とは、必ずしも最適なディスク回転制御方式が一致するとは限らない。
【００１３】
また、バックグラウンドによるフォーマット処理は、ユーザからのデータ記録又は再生要
求により中断され、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理を行った後、バックグラウ
ンドによるフォーマット処理が再開される。この時、バックグラウンドによるフォーマッ
ト処理とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理との速度の違いから、フォーマット
処理中断からユーザ要求によるデータ記録又は再生処理、また、ユーザ要求によるデータ
記録又は再生処理からバックグラウンドによるフォーマット処理の再開の間には回転制御
を切換えるための時間が発生してしまう。このような回転制御の変更に要する時間は、ユ
ーザ要求によるデータ記録又は再生処理のパフォーマンスの低下や、バックグラウンドに
よるフォーマット処理時間の増大と行った問題を引き起こしてしまう。
【００１４】
　そこで、本発明は、バックグラウンドによるフォーマット処理と、ユーザ要求によるデ
ータ記録又は再生処理とが並行して生じる場合に、各々の処理にあった速度制御ないしは
ディスク回転制御を用いることにより、各々最適なパフォーマンスを実現できる情報記

法及び情報記 置を提供することを目的とする。
【００１５】
　また、本発明は、バックグラウンドによるフォーマット処理の再開とユーザ要求による
データ記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況においては、ディスク回転制御方
法の切換え回数を減らすことができ、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理のパフォ
ーマンスを維持できる情報記 法及び情報記 置を提供することを目的とする。
【００１６】
　さらには、上記目的を実現する上で、バックグランドによるフォーマット処理時間を極
力短縮させることができる情報記 法及び情報記 置を提供する。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、書換え記録可能で回転駆動される情報記録媒体に対

フォーマット処理をバックグランドで行うとともに前記フォーマット処理に並行
してユーザ要求によるデータの記録又は再生処理を行うようにした情報記録再生方法であ
って、前記ユーザ要求によるユーザデータの記録

【００１８】
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時にユーザから要求された記録速度で記
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従って、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理と、バックグラウンドによるフォー
マット処理とを各々最適な速度制御で行わせることができ、各々の処理のパフォーマンス
を上げることが可能になる。
【００２０】
　 ユーザ要求の記録又は再生処理の処理速度に関らず、フォーマット処理は常に書
込み可能な最高速度で行うため、バックグラウンドによるフォーマット処理時間を短縮す
ることが可能となる。
【００２１】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の情報記録再生方法において、前記バックグラン
ドによるフォーマット処理の処理速度を、線速度一定方式により制御するようにした。
【００２２】
従って、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式
）が適しているが、バックグラウンドによるフォーマット処理では線速度一定方式（ＣＬ
Ｖ方式）が適している場合に、各々最適なアクセス方式で行うことにより、双方にあった
パフォーマンスを実現することが可能となる。
【００２３】
　請求項 記載の発明は、請求項 載の情報記録再生方法において、前記バックグラン
ドによるフォーマット処理の処理速度を、ゾーン線速度一定方式により制御する。
【００２４】
従って、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式
）が適しているが、バックグラウンドによるフォーマット処理ではゾーン線速度一定方式
（ＺＣＬＶ：Ｚ one Ｃ onstant Ｌ inear Ｖ elocity方式）が適している場合に、各々最適
なアクセス方式で行うことにより、双方にあったパフォーマンスを実現することが可能と
なる。
【００２５】
　請求項 記載の発明は、請求項１ないし の何れか一記載の情報記録再生方法において
、前記ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了してか
らの時間を計測し、その時間が一定時間経過するまでは前記バックグランドによるフォー
マット処理を再開させないようにした。
【００２６】
バックグラウンドによるフォーマット処理は、ユーザからのデータ記録又は再生要求によ
り中断され、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理を行った後、バックグラウンドに
よるフォーマット処理が再開される。この時、上述の発明による場合、バックグラウンド
によるフォーマット処理とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理との速度の違いか
ら、フォーマット処理中断からユーザ要求によるデータ記録又は再生処理、また、ユーザ
要求によるデータ記録又は再生処理からバックグラウンドによるフォーマット処理の再開
の間には回転制御を切換えるための時間が発生してしまう。このような回転制御の変更に
要する時間は、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理のパフォーマンスの低下や、バ
ックグラウンドによるフォーマット処理時間の増大と行った問題を引き起こしてしまう。
【００２７】
この点、本発明においては、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合に
その処理が終了しても一定時間経過するまではバックグランドによるフォーマット処理を
再開させないので、バックグラウンドによるフォーマット処理の再開とユーザ要求による
データの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況において、媒体回転制御方法の
切換え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータの記録又は再生処理のパフォー
マンスを維持することが可能となる。
【００２８】
　請求項 記載の発明は、請求項１ないし の何れか一記載の情報記録再生方法において
、前記ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了してか
らの時間を計測し、その時間が一定時間経過するまでは前記ユーザ要求によるデータの記
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録又は再生処理の処理速度のままで前記バックグランドによるフォーマット処理を再開さ
せるようにした。
【００２９】
バックグラウンドによるフォーマット処理は、ユーザからのデータ記録又は再生要求によ
り中断され、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理を行った後、バックグラウンドに
よるフォーマット処理が再開される。この時、上述の発明による場合、バックグラウンド
によるフォーマット処理とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理との速度の違いか
ら、フォーマット処理中断からユーザ要求によるデータ記録又は再生処理、また、ユーザ
要求によるデータ記録又は再生処理からバックグラウンドによるフォーマット処理の再開
の間には回転制御を切換えるための時間が発生してしまう。このような回転制御の変更に
要する時間は、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理のパフォーマンスの低下や、バ
ックグラウンドによるフォーマット処理時間の増大と行った問題を引き起こしてしまう。
【００３０】
この点、本発明においては、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合に
その処理が終了しても一定時間経過するまでは回転制御を変更することなくバックグラン
ドによるフォーマット処理を再開させるので、バックグラウンドによるフォーマット処理
の再開とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況にお
いて、媒体回転制御方法の切換え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータの記
録又は再生処理のパフォーマンスを維持することが可能となる。
【００３１】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の情報記録再生方法において、前記バックグラン
ドによるフォーマット処理を再開させた場合に前記一定時間が経過しても記録又は再生処
理のユーザ要求がなかった場合には前記バックグランドによるフォーマット処理の処理速
度を高速側に切換えるようにした。
【００３２】
　請求項 記載の発明に関して、ユーザからのデータの記録又は再生処理の要求が長時間
発生しない場合は、バックグラウンドによるフォーマット処理の速度を切換えて、ダミー
データの高速記録を図る必要があるが、本発明においては、バックグラウンドによるフォ
ーマット処理を再開させた後、一定時間が経過しても記録又は再生処理のユーザ要求がな
かった場合にはバックグランドによるフォーマット処理の処理速度を高速側に切換えるの
で、記録媒体の回転制御方法の切換え回数を減らしつつ、ユーザ要求によるデータの記録
又は再生処理のパフォーマンスを維持することができる上に、ユーザからのデータの記録
又は再生処理の要求がない場合は、バックグラウンドによるフォーマット処理に適した速
度を選択することが可能になるため、バックグラウンドによるフォーマット処理時間を短
縮することができる。
【００３３】
　請求項 記載の発明は、請求項１ないし の何れか一記載の情報記録再生方法において
、書換え記録可能な情報記録媒体として、書換え記録可能な光ディスクを対象とする。
【００３４】
　従って、請求項１ないし の何れか一記載の情報記録再生方法を実施する上で、バック
グランドによるフォーマット処理機能を有し、かつ、回転駆動される書換え可能な情報記
録媒体であれば、その種別等を特に問わないが、特に、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ＋ＲＷ等の書
換え可能な光ディスクについて好適に適用できる。
【００３５】
　請求項 記載の発明は、書換え記録可能な情報記録媒体を回転駆動するモータと、前記
情報記録媒体に対して 情報の記録又は再生処理を行う記録再生ヘッドとを有し
、前記情報記録媒体に対する前記記録再生ヘッドによるフォーマット処理をバックグラン
ドで行うとともに前記フォーマット処理に並行して前記記録再生ヘッドによりユーザ要求
によるデータの記録又は再生処理を行うようにした情報記録再生装置であって、
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と、を備える。
【００３６】
従って、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理と、バックグラウンドによるフォー
マット処理とを各々最適な速度制御で行わせることができ、各々の処理のパフォーマンス
を上げることが可能になる。
【００３８】
従って、ユーザ要求の記録又は再生処理の処理速度に関らず、フォーマット処理は常に書
込み可能な最高速度で行うため、バックグラウンドによるフォーマット処理時間を短縮す
ることが可能となる。
【００３９】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の情報記録再生装置において、前記バックグラン
ドによるフォーマット処理の処理速度を、線速度一定方式により制御するようにした。
【００４０】
従って、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式
）が適しているが、バックグラウンドによるフォーマット処理では線速度一定方式（ＣＬ
Ｖ方式）が適している場合に、各々最適なアクセス方式で行うことにより、双方にあった
パフォーマンスを実現することが可能となる。
【００４１】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の情報記録再生装置において、前記バッ
クグランドによるフォーマット処理の処理速度を、ゾーン線速度一定方式により制御する
。
【００４２】
従って、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式
）が適しているが、バックグラウンドによるフォーマット処理ではゾーン線速度一定方式
（ＺＣＬＶ：Ｚ one Ｃ onstant Ｌ inear Ｖ elocity方式）が適している場合に、各々最適
なアクセス方式で行うことにより、双方にあったパフォーマンスを実現することが可能と
なる。
【００４３】
　請求項 記載の発明は、請求項 の何れか一記載の情報記録再生装置にお
いて、前記ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了し
てからの時間を計測するタイマ手段と、このタイマ手段により計測される時間が一定時間
経過するまでは前記バックグランドによるフォーマット処理を再開させない再開制限手段
と、を備える。
【００４４】
バックグラウンドによるフォーマット処理は、ユーザからのデータ記録又は再生要求によ
り中断され、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理を行った後、バックグラウンドに
よるフォーマット処理が再開される。この時、上述の発明による場合、バックグラウンド
によるフォーマット処理とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理との速度の違いか
ら、フォーマット処理中断からユーザ要求によるデータ記録又は再生処理、また、ユーザ
要求によるデータ記録又は再生処理からバックグラウンドによるフォーマット処理の再開
の間には回転制御を切換えるための時間が発生してしまう。このような回転制御の変更に
要する時間は、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理のパフォーマンスの低下や、バ
ックグラウンドによるフォーマット処理時間の増大と行った問題を引き起こしてしまう。
【００４５】
この点、本発明においては、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合に
その処理が終了しても一定時間経過するまでは再開制限手段によりバックグランドによる
フォーマット処理を再開させないので、バックグラウンドによるフォーマット処理の再開
とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況において、
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媒体回転制御方法の切換え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータの記録又は
再生処理のパフォーマンスを維持することが可能となる。
【００４６】
　請求項 記載の発明は、請求項 ないし の何れか一記載の情報記録再生装置にお
いて、前記ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了し
てからの時間を計測するタイマ手段と、その時間が一定時間経過するまでは前記ユーザ要
求によるデータの記録又は再生処理の処理速度のままで前記バックグランドによるフォー
マット処理を再開させる再開速度規制手段と、を備える。
【００４７】
バックグラウンドによるフォーマット処理は、ユーザからのデータ記録又は再生要求によ
り中断され、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理を行った後、バックグラウンドに
よるフォーマット処理が再開される。この時、上述の発明による場合、バックグラウンド
によるフォーマット処理とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理との速度の違いか
ら、フォーマット処理中断からユーザ要求によるデータ記録又は再生処理、また、ユーザ
要求によるデータ記録又は再生処理からバックグラウンドによるフォーマット処理の再開
の間には回転制御を切換えるための時間が発生してしまう。このような回転制御の変更に
要する時間は、ユーザ要求によるデータ記録又は再生処理のパフォーマンスの低下や、バ
ックグラウンドによるフォーマット処理時間の増大と行った問題を引き起こしてしまう。
【００４８】
この点、本発明においては、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合に
その処理が終了しても一定時間経過するまでは再開速度規制手段により回転制御を変更す
ることなくバックグランドによるフォーマット処理を再開させるので、バックグラウンド
によるフォーマット処理の再開とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理とが頻繁に
切換わるような状況において、媒体回転制御方法の切換え回数を減らすことができ、ユー
ザが要求するデータの記録又は再生処理のパフォーマンスを維持することが可能となる。
【００４９】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の情報記録再生装置において、前記バックグ
ランドによるフォーマット処理を再開させた場合に前記一定時間が経過しても記録又は再
生処理のユーザ要求がなかった場合には前記バックグランドによるフォーマット処理の処
理速度を高速側に切換える再開後速度更新手段を備える。
【００５０】
　請求項 記載の発明に関して、ユーザからのデータの記録又は再生処理の要求が長時
間発生しない場合は、バックグラウンドによるフォーマット処理の速度を切換えて、ダミ
ーデータの高速記録を図る必要があるが、本発明においては、バックグラウンドによるフ
ォーマット処理を再開させた後、一定時間が経過しても記録又は再生処理のユーザ要求が
なかった場合には再開後速度更新手段によりバックグランドによるフォーマット処理の処
理速度を高速側に切換えるので、記録媒体の回転制御方法の切換え回数を減らしつつ、ユ
ーザ要求によるデータの記録又は再生処理のパフォーマンスを維持することができる上に
、ユーザからのデータの記録又は再生処理の要求がない場合は、バックグラウンドによる
フォーマット処理に適した速度を選択することが可能になるため、バックグラウンドによ
るフォーマット処理時間を短縮することができる。
【００５１】
　請求項 記載の発明は、請求項 の何れか一記載の情報記録再生装置にお
いて、書換え記録可能な情報記録媒体として、書換え記録可能な光ディスクを対象とする
。
【００５２】
　従って、請求項 の何れか一記載の情報記録再生方法を実施する上で、バッ
クグランドによるフォーマット処理機能を有し、かつ、回転駆動される書換え可能な情報
記録媒体であれば、その種別等を特に問わないが、特に、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ＋ＲＷ等の
書換え可能な光ディスクについて好適に適用できる。
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【００５３】
　請求項 記載の発明の情報処理装置は、請求項 ないし の何れか一記載の情報記
録再生装置を備える。
【００５４】
　従って、請求項 ないし の何れか一記載の情報記録再生装置を備えるので、ユーザ
要求によるデータの記録又は再生処理とバックグランドによるフォーマット処理との各々
のパフォーマンスが高いため、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理を行わせる上
で当該情報記録再生装置を有効に活用できる。
【００５７】
【発明の実施の形態】
本発明の第一の実施の形態を図１ないし図３に基づいて説明する。まず、図１に本実施の
形態が適用される情報記録再生装置の概略構成を示す。本実施の形態は、いわゆるパソコ
ン（情報処理装置）等のホスト１に一体又は別体で組み込まれて使用される光ディスクド
ライブ２への適用例を示し、情報記録媒体３としては書換え記録可能な光ディスク、例え
ば、ＤＶＤ＋ＲＷが用いられる。
【００５８】
光ディスクドライブ２において、情報記録媒体３はモータであるスピンドルモータ４によ
りＣＡＶ方式又はＣＬＶ方式（或いは、ＺＣＬＶ方式）により回転駆動される。また、こ
のスピンドルモータ４により回転駆動される情報記録媒体３に対してレーザ光を集光照射
させる記録再生ヘッドとしての光ピックアップ５が粗動モータ６により媒体半径方向にシ
ーク移動自在に設けられている。この光ピックアップ５は、レーザ光を発する半導体レー
ザ、レーザ光を集光させるための対物レンズ、情報記録媒体３からの反射光を受光して再
生信号、その他の各種信号を検出する受光検出系等を備えている。ここに、光ピックアッ
プ５中の受光検出系により検出された再生信号（読出し情報）は、信号処理系７による処
理を経て一旦キャッシュメモリ８に蓄えられ、外部インタフェース９を介してホスト１側
に転送される。また、スピンドルモータ４、光ピックアップ５、粗動モータ６に対しては
各々制御系１０，１１，１２が設けられ、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等を備えたマイクロコ
ンピュータ構成のコントローラ１３によりこれらの制御系１０，１１，１２及びキャッシ
ュメモリ８が制御される。コントローラ１３はこれらの制御の他、ホスト１を通じてのユ
ーザからの要求の態様の把握、その他の各種制御を受け持ち、後述するような各種機能を
実現する。
【００５９】
また、ホスト１もＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等を備えたマイクロコンピュータ構成のもので
あり、ハードディスク装置、或いは、外部から挿脱自在なフロッピディスク（ＦＤ）や光
ディスク等のコンピュータ読取り可能なコンピュータ・プログラムが格納された記憶媒体
１４を備えている。記憶媒体１４は、本発明による各種の機能をコントローラ１３に実行
させるためのプログラムを格納しており、ホスト１が記憶媒体１４から読取ったコンピュ
ータ・プログラムをコントローラ１３にインストールすることにより、コントローラ１３
が、本発明による各種の機能をコントローラ１３に実行する。
【００６０】
また、本実施の形態は、バックグランドによるフォーマット処理機能を有することを前提
としており、その処理内容の概略について図２を参照して説明する。図２は、ＤＶＤ＋Ｒ
Ｗディスクにおける、バックグラウンドによる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の記録又は再生処理の例を模式的に示す説明図である。
【００６１】
まず、ブランクディスクが挿入された場合、フォーマットの初期化処理でリードインエリ
アの一部だけを記録することで、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理を可能にす
る（図２（ａ）参照）。
【００６２】
その後、バックグラウンドによるフォーマット処理により、内周からデータ未記録領域を
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ダミーデータで記録していく（図２（ｂ）参照）。この処理中に、ユーザからデータの記
録又は再生処理の要求があった場合、バックグラウンドによるフォーマット処理を一旦停
止し、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理を行う（図２（ｃ）参照）。この場合
、ユーザが要求するデータの記録又は再生処理のアドレスはランダムであるため、アドレ
スによりディスク回転速度が変わらないＣＡＶ方式の記録が有効である。
【００６３】
ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理が終了すると、前回停止したアドレスからバ
ックグラウンドによるフォーマット処理を再開する（図２（ｄ）中の矢印参照）。
【００６４】
このような構成において、バックグランドによるフォーマット処理開始後にコントローラ
１３により実行される処理制御例の概略を図３のフローチャートを参照して説明する。ま
ず、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始した後（ステップＳ１）、随時、ユ
ーザからデータの記録又は再生処理の要求があるか否かをチェックする（Ｓ２）。ユーザ
要求があった場合は（Ｓ２のＹ）、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理にあった
処理速度であるか否かをチェックする（Ｓ３）。ユーザ要求による記録又は再生処理の速
度でなかった場合は（Ｓ３のＮ）、ユーザ要求による記録又は再生処理にあった処理速度
となるように回転制御系１０を通じてスピンドルモータ４の回転速度を変速し（Ｓ４）、
要求されたデータの記録又は再生処理を実行する（Ｓ５）。ユーザ要求による記録又は再
生処理はＣＡＶ方式で制御される。
【００６５】
一方、ユーザ要求がなかった場合には（Ｓ２のＮ）、バックグラウンドによるフォーマッ
ト処理中であるか否かをチェックする（Ｓ６）。フォーマット処理中でなければ（Ｓ６の
Ｎ）、現在のディスク回転速度がフォーマット処理を行うに適した速度であるか否かをチ
ェックする（Ｓ７）。フォーマット処理に適した速度でなければ（Ｓ７のＮ）、フォーマ
ット用の処理速度となるように回転制御系１０を通じてスピンドルモータ４の回転速度を
変速し（Ｓ８）、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始させる（Ｓ９）。その
後、フォーマット処理が全て完了したか否かをチェックし（Ｓ１０）、完了していなけれ
ば（Ｓ１０のＮ）、同様の処理を行い、フォーマット処理が完了していれば（Ｓ１０のＹ
）、バックグランドによるフォーマット処理を全て終了する（Ｓ１１）。
【００６６】
ここに、ステップＳ２，Ｓ６の処理が処理内容判別手段又は処理内容判別機能として実現
され、ステップＳ４又はＳ８の処理が処理速度切換え手段又は処理速度切換え機能として
実現され、ステップＳ５又はＳ９が処理実行制御手段又は処理実行制御機能として実現さ
れている。
【００６７】
従って、本実施の形態によれば、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理と、バック
グラウンドによるフォーマット処理とを各々最適な速度制御で行わせることができ、各々
の処理のパフォーマンスを上げることが可能になる。
【００６８】
本発明の第二の実施の形態を図４に基づいて説明する。前述した実施の形態で示した部分
と同一部分は同一符号を用いて示し、説明も省略する（以降の各実施の形態でも順次同様
とする）。
【００６９】
図４は本実施の形態の場合のバックグランドによるフォーマット処理時の処理制御例を示
すフローチャートである。基本的には、図３に示した場合と同様であるが、本実施の形態
では、ユーザ要求がなく（Ｓ２のＮ）、フォーマット処理中でなかった場合に（Ｓ６のＮ
）、現在のディスク回転速度が当該光ディスクドライブ２において書込み可能な最高速に
設定されているか否かをチェックし（Ｓ１２）、最高速に設定されていなければ（Ｓ１２
のＮ）、書込み可能な最高速となるように回転制御系１０を通じてスピンドルモータ４の
回転速度を変速し（Ｓ１３）、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始させる（
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Ｓ９）ようにしたものである。
【００７０】
従って、本実施の形態によれば、ユーザ要求の記録又は再生処理の処理速度に関らず、フ
ォーマット処理は常に書込み可能な最高速度で行うため、バックグラウンドによるフォー
マット処理時間を短縮することが可能となる。
【００７１】
本発明の第三の実施の形態を図５に基づいて説明する。図５は本実施の形態の場合のバッ
クグランドによるフォーマット処理時の処理制御例を示すフローチャートである。基本的
には、図３に示した場合と同様であるが、本実施の形態では、ユーザ要求がなく（Ｓ２の
Ｎ）、フォーマット処理中でなかった場合に（Ｓ６のＮ）、現在のディスク回転速度がＣ
ＬＶ方式に設定されているか否かをチェックし（Ｓ１４）、ＣＬＶ方式に設定されていな
ければ（Ｓ１４のＮ）、ＣＬＶ方式となるように回転制御系１０を通じてスピンドルモー
タ４の駆動を制御し（Ｓ１５）、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始させる
（Ｓ９）ようにしたものである。
【００７２】
従って、本実施の形態によれば、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理には回転速
度一定方式（ＣＡＶ方式）が適しているが、バックグラウンドによるフォーマット処理で
は線速度一定方式（ＣＬＶ方式）が適している場合に、各々最適なアクセス方式で行うこ
とにより、双方にあったパフォーマンスを実現することが可能となる。
【００７３】
本発明の第四の実施の形態を図６に基づいて説明する。図６は本実施の形態の場合のバッ
クグランドによるフォーマット処理時の処理制御例を示すフローチャートである。基本的
には、図５に示した場合と同様であるが、本実施の形態では、ユーザ要求がなく（Ｓ２の
Ｎ）、フォーマット処理中でなかった場合に（Ｓ６のＮ）、現在のディスク回転速度がＺ
ＣＬＶ方式に設定されているか否かをチェックし（Ｓ１６）、ＺＣＬＶ方式に設定されて
いなければ（Ｓ１６のＮ）、ＺＣＬＶ方式となるように回転制御系１０を通じてスピンド
ルモータ４の駆動を制御し（Ｓ１７）、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始
させる（Ｓ９）ようにしたものである。
【００７４】
従って、本実施の形態によれば、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理には回転速
度一定方式（ＣＡＶ方式）が適しているが、バックグラウンドによるフォーマット処理で
は線速度一定方式（ＣＬＶ方式）が適している場合に、各々最適なアクセス方式で行うこ
とにより、双方にあったパフォーマンスを実現することが可能となる。
【００７５】
本発明の第五の実施の形態を図７に基づいて説明する。図７は本実施の形態の場合のバッ
クグランドによるフォーマット処理時の処理制御例を示すフローチャートである。
【００７６】
まず、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始した後（ステップＳ１）、随時、
ユーザからデータの記録又は再生処理の要求があるか否かをチェックする（Ｓ２）。ユー
ザ要求があった場合は（Ｓ２のＹ）、後述するタイマを初期化（停止）して（Ｓ１８）、
ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理にあった処理速度であるか否かをチェックす
る（Ｓ３）。ユーザ要求による記録又は再生処理の速度でなかった場合は（Ｓ３のＮ）、
ユーザ要求による記録又は再生処理にあった処理速度となるように回転制御系１０を通じ
てスピンドルモータ４の回転速度を変速し（Ｓ４）、要求されたデータの記録又は再生処
理を実行する（Ｓ５）。ユーザ要求による記録又は再生処理はＣＡＶ方式で制御される。
ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理の終了後、バックグラウンドによるフォーマ
ット処理を一定時間は開始させないためのタイマを起動する（Ｓ１９）。
【００７７】
一方、ユーザ要求がなかった場合には（Ｓ２のＮ）、バックグラウンドによるフォーマッ
ト処理中であるか否かをチェックする（Ｓ６）。フォーマット処理中でなければ（Ｓ６の
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Ｎ）、前述のタイマが起動中であるか否かをチェックする（Ｓ２０）。タイマがタイムア
ウトしていなければ（Ｓ２０のＮ）、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始せ
ずに処理の最初に戻ってユーザ要求の有無を確認する（Ｓ２）。タイムアウトしていた場
合は（Ｓ２０のＹ）、現在のディスク回転速度がフォーマット処理を行うに適した速度で
あるか否かをチェックする（Ｓ７）。フォーマット処理に適した速度でなければ（Ｓ７の
Ｎ）、フォーマット用の処理速度となるように回転制御系１０を通じてスピンドルモータ
４の回転速度を変速し（Ｓ８）、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始させる
（Ｓ９）。その後、フォーマット処理が全て完了したか否かをチェックし（Ｓ１０）、完
了していなければ（Ｓ１０のＮ）、同様の処理を行い、フォーマット処理が完了していれ
ば（Ｓ１０のＹ）、前述のタイマを初期化（停止）して（Ｓ２１）、バックグランドによ
るフォーマット処理を全て終了する（Ｓ１１）。
【００７８】
ここに、ステップＳ１９，Ｓ２０の処理が再開制限手段ないしは再開制限機能として実現
されている。
【００７９】
本実施の形態によれば、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその
処理が終了しても一定時間経過するまではバックグランドによるフォーマット処理を再開
させないので、バックグラウンドによるフォーマット処理の再開とユーザ要求によるデー
タの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況において、媒体回転制御方法の切換
え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータの記録又は再生処理のパフォーマン
スを維持することが可能となる。
【００８０】
本発明の第六の実施の形態を図８に基づいて説明する。図８は本実施の形態の場合のバッ
クグランドによるフォーマット処理時の処理制御例を示すフローチャートである。
【００８１】
まず、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始した後（ステップＳ１）、随時、
ユーザからデータの記録又は再生処理の要求があるか否かをチェックする（Ｓ２）。ユー
ザ要求があった場合は（Ｓ２のＹ）、後述するタイマを初期化（停止）して（Ｓ１８）、
ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理にあった処理速度であるか否かをチェックす
る（Ｓ３）。ユーザ要求による記録又は再生処理の速度でなかった場合は（Ｓ３のＮ）、
ユーザ要求による記録又は再生処理にあった処理速度となるように回転制御系１０を通じ
てスピンドルモータ４の回転速度を変速し（Ｓ４）、要求されたデータの記録又は再生処
理を実行する（Ｓ５）。ユーザ要求による記録又は再生処理はＣＡＶ方式で制御される。
ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理の終了後、バックグラウンドによるフォーマ
ット処理を一定時間は開始させないためのタイマを起動する（Ｓ１９）。
【００８２】
一方、ユーザ要求がなかった場合には（Ｓ２のＮ）、バックグラウンドによるフォーマッ
ト処理中であるか否かをチェックする（Ｓ６）。フォーマット処理中でなければ（Ｓ６の
Ｎ）、変速を行わずにそのままフォーマット処理を開始させる（Ｓ９）。即ち、ユーザ要
求によるデータの記録又は再生処理の処理速度のままでバックグランドによるフォーマッ
ト処理を再開させる。ここに、再開速度規制手段が実現されている。
【００８３】
フォーマット処理中であれば（Ｓ６のＹ）、前述のタイマが起動中かどうかをチェックし
（Ｓ２０）、タイマがタイムアウトしていなければ（Ｓ２０のＮ）、バックグラウンドに
よるフォーマット処理が全て終了したか否かをチェックする（Ｓ１０）。タイムアウトし
ていた場合は（Ｓ２０のＹ）、現在のディスク回転速度がフォーマット処理を行うに適し
た速度かどうかを判定し（Ｓ７）、フォーマット処理に適した速度でなければ（Ｓ７のＮ
）、フォーマット用の処理速度となるように回転制御系１０を通じてスピンドルモータ４
の回転速度を変速し（Ｓ８）、バックグラウンドによるフォーマット処理を開始させる（
Ｓ９）。即ち、タイムアウト後には、バックグランドによるフォーマット処理の処理速度
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を高速側に切換える。ここに、再開後速度更新手段が実現されている。
【００８４】
その後、フォーマット処理が全て完了したか否かをチェックし（Ｓ１０）、完了していな
ければ（Ｓ１０のＮ）、同様の処理を行い、フォーマット処理が完了していれば（Ｓ１０
のＹ）、前述のタイマを初期化（停止）して（Ｓ２１）、バックグランドによるフォーマ
ット処理を全て終了する（Ｓ１１）。
【００８５】
従って、本実施の形態によれば、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場
合にその処理が終了しても一定時間経過するまでは回転制御を変更することなくバックグ
ランドによるフォーマット処理を再開させるので、バックグラウンドによるフォーマット
処理の再開とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況
において、媒体回転制御方法の切換え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータ
の記録又は再生処理のパフォーマンスを維持することが可能となる。また、ユーザからの
データの記録又は再生処理の要求が長時間発生しない場合は、バックグラウンドによるフ
ォーマット処理の速度を切換えて、ダミーデータの高速記録を図る必要があるが、本実施
の形態においては、バックグラウンドによるフォーマット処理を再開させた後、一定時間
が経過しても記録又は再生処理のユーザ要求がなかった場合にはバックグランドによるフ
ォーマット処理の処理速度を高速側に切換えるので、バックグラウンドによるフォーマッ
ト処理に適した速度を選択することが可能になるため、バックグラウンドによるフォーマ
ット処理時間を短縮することができる。
【００８６】
【発明の効果】
請求項１記載の発明の情報記録再生方法によれば、ユーザ要求によるデータの記録又は再
生処理の処理速度とバックグランドによるフォーマット処理の処理速度とを切換えるよう
にしたので、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理と、バックグラウンドによるフ
ォーマット処理とを各々最適な速度制御で行わせることができ、各々の処理のパフォーマ
ンスを上げることができる。
【００８７】
　 請求項 記載の発明によれば ーザ要求の記録又は再生処理の処理速度に関ら
ず、フォーマット処理は常に書込み可能な最高速度で行うようにしたので、バックグラウ
ンドによるフォーマット処理時間を短縮することができる。
【００８８】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 載の情報記録再生方法において、ユーザ要求
によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式）が適しているが、
バックグラウンドによるフォーマット処理では線速度一定方式（ＣＬＶ方式）が適してい
る場合に、各々最適なアクセス方式で行うことにより、双方にあったパフォーマンスを実
現することができる。
【００８９】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 載の情報記録再生方法において、ユーザ要求
によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式）が適しているが、
バックグラウンドによるフォーマット処理ではゾーン線速度一定方式（ＺＣＬＶ方式）が
適している場合に、各々最適なアクセス方式で行うことにより、双方にあったパフォーマ
ンスを実現することができる。
【００９０】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１ないし の何れか一記載の情報記録再生方法に
おいて、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了して
からの時間を計測し、その時間が一定時間経過するまではバックグランドによるフォーマ
ット処理を再開させないようにしたので、バックグラウンドによるフォーマット処理の再
開とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況において
、媒体回転制御方法の切換え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータの記録又
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は再生処理のパフォーマンスを維持することができる。
【００９１】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１ないし の何れか一記載の情報記録再生方法に
おいて、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了して
からの時間を計測し、その時間が一定時間経過するまではユーザ要求によるデータの記録
又は再生処理の処理速度のままでバックグランドによるフォーマット処理を再開させるよ
うにしたので、バックグラウンドによるフォーマット処理の再開とユーザ要求によるデー
タの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況において、媒体回転制御方法の切換
え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータの記録又は再生処理のパフォーマン
スを維持することができる。
【００９２】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の情報記録再生方法において、バックグラ
ンドによるフォーマット処理を再開させた場合に一定時間が経過しても記録又は再生処理
のユーザ要求がなかった場合にはバックグランドによるフォーマット処理の処理速度を高
速側に切換えるようにしたので、請求項 記載の発明の効果に加えて、バックグラウンド
によるフォーマット処理時間を短縮することができる。
【００９３】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１ないし の何れか一記載の情報記録再生方法を
、特に、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ＋ＲＷ等の書換え可能な光ディスクについて好適に適用する
ことができる。
【００９４】
　請求項 記載の発明の情報記録再生装置によれば、

とを備えることにより、
ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理と、バックグラウンドによるフォーマット処
理とを各々最適な速度制御で行わせることができ、各々の処理のパフォーマンスを上げる
ことができる。
【００９５】
　 前記バックグランドによるフォーマット処理の処理速度を、用いられる当該情報
記録再生装置で書込み可能な最高速度となるように切換え設定するようにしたので、ユー
ザ要求の記録又は再生処理の処理速度に関らず、フォーマット処理は常に書込み可能な最
高速度で行うため、バックグラウンドによるフォーマット処理時間を短縮することができ
る。
【００９６】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の情報記録再生装置において、ユーザ要求
によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式）が適しているが、
バックグラウンドによるフォーマット処理では線速度一定方式（ＣＬＶ方式）が適してい
る場合に、各々最適なアクセス方式で行うことにより、双方にあったパフォーマンスを実
現することができる。
【００９７】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の情報記録再生装置において、ユーザ要
求によるデータの記録又は再生処理には回転速度一定方式（ＣＡＶ方式）が適しているが
、バックグラウンドによるフォーマット処理ではゾーン線速度一定方式（ＺＣＬＶ方式）
が適している場合に、各々最適なアクセス方式で行うことにより、双方にあったパフォー
マンスを実現することができる。
【００９８】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 の何れか一記載の情報記録再生装
置において、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了
してからの時間を計測するタイマ手段と、このタイマ手段により計測される時間が一定時
間経過するまではバックグランドによるフォーマット処理を再開させない再開制限手段と
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５ ３

６ ５

５

７ ６

８ 前記ユーザ要求によるユーザデータ
の記録時にユーザから要求された記録速度で記録を行う手段と、前記バックグランドによ
るフォーマット処理時に書込み可能な最高速度で記録を行う手段

また、

９ ８

１０ ８

１１ ８ないし１０



、を備えるので、バックグラウンドによるフォーマット処理の再開とユーザ要求によるデ
ータの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるような状況において、媒体回転制御方法の切
換え回数を減らすことができ、ユーザが要求するデータの記録又は再生処理のパフォーマ
ンスを維持することができる。
【００９９】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 ないし の何れか一記載の情報記録再生装
置において、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理があった場合にその処理が終了
してからの時間を計測するタイマ手段と、その時間が一定時間経過するまではユーザ要求
によるデータの記録又は再生処理の処理速度のままで前記バックグランドによるフォーマ
ット処理を再開させる再開速度規制手段と、を備えるので、バックグラウンドによるフォ
ーマット処理の再開とユーザ要求によるデータの記録又は再生処理とが頻繁に切換わるよ
うな状況において、媒体回転制御方法の切換え回数を減らすことができ、ユーザが要求す
るデータの記録又は再生処理のパフォーマンスを維持することができる。
【０１００】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 記載の情報記録再生装置において、バック
グランドによるフォーマット処理を再開させた場合に一定時間が経過しても記録又は再生
処理のユーザ要求がなかった場合にはバックグランドによるフォーマット処理の処理速度
を高速側に切換える再開後速度更新手段を備えるので、請求項１４記載の発明の効果に加
えて、ユーザからのデータの記録又は再生処理の要求がない場合は、バックグラウンドに
よるフォーマット処理に適した速度を選択することが可能になるため、バックグラウンド
によるフォーマット処理時間を短縮することができる。
【０１０１】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 ないし の何れか一記載の情報記録再生装
置について、特に、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ＋ＲＷ等の書換え可能な光ディスクについて好適
に適用することができる。
【０１０２】
　請求項 記載の発明の情報処理装置によれば、請求項 ないし１ の何れか一記載の
情報記録再生装置を備えるので、ユーザ要求によるデータの記録又は再生処理とバックグ
ランドによるフォーマット処理との各々のパフォーマンスが高いため、ユーザ要求による
データの記録又は再生処理を行わせる上で当該情報記録再生装置を有効に活用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施の形態を示す光ディスクドライブの概略構成図である。
【図２】ＤＶＤ＋ＲＷのバックグランドによるフォーマット処理とユーザ要求による記録
又は再生処理を模式的に示す説明図である。
【図３】バックグランドによるフォーマット処理の制御例を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第二の実施の形態のバックグランドによるフォーマット処理の制御例を
示すフローチャートである。
【図５】本発明の第三の実施の形態のバックグランドによるフォーマット処理の制御例を
示すフローチャートである。
【図６】本発明の第四の実施の形態のバックグランドによるフォーマット処理の制御例を
示すフローチャートである。
【図７】本発明の第五の実施の形態のバックグランドによるフォーマット処理の制御例を
示すフローチャートである。
【図８】本発明の第六の実施の形態のバックグランドによるフォーマット処理の制御例を
示すフローチャートである。
【符号の説明】
２　　　情報記録再生装置
３　　　光ディスク、情報記録媒体
４　　　モータ

10

20

30

40

50

(15) JP 4006184 B2 2007.11.14

１２ ８ １０

１３ １２
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５　　　光ピックアップ、記録再生ヘッド
１４　　　記憶媒体
Ｓ２，Ｓ６　　　処理内容判別手段、処理内容判別機能
Ｓ４，Ｓ８　　　処理速度切換え手段、処理速度切換え機能
Ｓ５，Ｓ９　　　処理実行制御手段、処理実行制御機能
Ｓ１９，Ｓ２０　　　再開制限手段、再開制限機能
Ｓ６のＮ、Ｓ９　　　再開速度規制手段
Ｓ２０のＹ、Ｓ８　　　再開後速度更新手段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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