
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮された映像・音声情報に、圧縮されたときの時間情報を付加し、あらかじめ定めら
れた固定長のパケット形式に多重されたディジタル信号を入力するディジタル入力手段と
、
　アナログの映像信号を入力するアナログ映像入力手段と、
　アナログの音声信号を入力するアナログ音声入力手段と、
　前記アナログ映像入力手段で入力したアナログ映像信号をディジタル信号に変換する映
像Ａ／Ｄコンバータと、
　前記映像Ａ／Ｄコンバータで変換されたディジタル映像信号を情報圧縮する映像エンコ
ーダと、
　前記アナログ音声入力手段で入力したアナログ音声信号をディジタル信号に変換する音
声Ａ／Ｄコンバータと、
　前記音声Ａ／Ｄコンバータで変換されたディジタル音声信号を情報圧縮する音声エンコ
ーダと、
　少なくとも前記映像エンコーダで圧縮された圧縮映像信号と前記音声エンコーダで圧縮
された圧縮音声信号と圧縮されたときの時間情報とを多重して前記パケット形式の信号に
変換する多重化手段と、
　前記ディジタル入力手段から入力した入力ディジタル信号か前記多重化手段で多重され
た多重ディジタル信号かを選択する記録選択手段と、
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　前記記録選択手段で選択された選択ディジタル信号のパケットに、再生時に再生パケッ
トの出力間隔を制御するための第２の時間情報を示すコードをパケット毎に付加して記録
する記録手段を備え、
　前記入力ディジタル信号を記録する第１のモードと、前記多重ディジタル信号を記録す
る第２のモードを持つことを特徴とするディジタル信号記録装置。
【請求項２】
　前記ディジタル信号記録装置は、入力ディジタル信号に同期したクロックを入力するク
ロック入力手段と、前記映像エンコーダまたは前記音声エンコーダで用いる内部クロック
を生成するクロック生成手段と、前記クロック入力手段より入力したクロックか前記クロ
ック生成手段で生成された内部クロックかを選択するクロック選択手段と、前記クロック
選択手段で選択された選択クロックを用いて前記記録選択手段から出力される選択ディジ
タル信号の各パケットの出力時間情報を生成して前記選択ディジタル信号に付加する入力
時間付加手段を備え、前記クロック選択手段は前記第１のモードでは前記クロック入力手
段より入力したクロックを選択し、前記第２のモードでは前記内部クロックを選択するこ
とを特徴とする請求項１記載のディジタル信号記録装置。
【請求項３】
　圧縮された映像・音声情報に、圧縮されたときの時間情報を付加し、あらかじめ定めら
れた固定長のパケット形式に多重されたディジタル信号を入力するディジタル入力手段と
、
　アナログの映像信号を入力するアナログ映像入力手段と、
　アナログの音声信号を入力するアナログ音声入力手段と、
　前記アナログ映像入力手段で入力したアナログ映像信号をディジタル信号に変換する映
像Ａ／Ｄコンバータと、
　前記映像Ａ／Ｄコンバータで変換されたディジタル映像信号を情報圧縮する映像エンコ
ーダと、
　前記アナログ音声入力手段で入力したアナログ音声信号をディジタル信号に変換する音
声Ａ／Ｄコンバータと、
　前記音声Ａ／Ｄコンバータで変換されたディジタル音声信号を情報圧縮する音声エンコ
ーダと、
　少なくとも前記映像エンコーダで圧縮された圧縮映像信号と前記音声エンコーダで圧縮
された圧縮音声信号と圧縮されたときの時間情報とを多重して前記パケット形式の信号に
変換する多重化手段と、
　前記ディジタル入力手段から入力した入力ディジタル信号か前記多重化手段で多重され
た多重ディジタル信号かを選択する記録選択手段と、
　前記記録選択手段で選択された選択ディジタル信号のパケットにパケット毎に第２の時
間情報を示すコードを付加して記録し、再生時には前記時間情報を用いて再生パケットの
出力間隔を制御して再生する記録再生手段を備え、
　記録時においては前記入力ディジタル信号を記録する第１の記録モードと、前記多重デ
ィジタル信号を記録する第２の記録モードを持つことを特徴とするディジタル信号記録再
生装置。
【請求項４】
　前記ディジタル信号記録再生装置は、外部よりクロックを入力する外部クロック入力手
段と、前記映像エンコーダまたは前記音声エンコーダで用いる内部クロックを生成するク
ロック生成手段と、前記外部クロック入力手段で入力した外部クロックか前記クロック生
成手段で生成された内部クロックかを選択するクロック選択手段と、前記クロック選択手
段で選択された選択クロックを用いて前記記録選択手段から出力される選択ディジタル信
号の各パケットの出力時間情報を生成して前記選択ディジタル信号に付加する入力時間付
加手段を備え、前記クロック選択手段は前記第１の記録モードでは前記外部クロックを選
択し、前記第２の記録モード及び再生時では前記内部クロックを選択することを特徴とす
る請求項３記載のディジタル信号記録再生装置。
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【請求項５】
　圧縮された映像・音声情報に、圧縮されたときの時間情報を付加した映像・音声情報で
編成チャンネルを構成し、複数の前記編成チャンネルの信号があらかじめ定められた固定
長のパケット形式の一つのビット列に多重して伝送される信号を受信する受信部と、上記
受信部で受信した信号を記録再生する記録再生部から成る受信記録再生装置であり、
　上記受信部は、上記パケット形式のディジタル情報を入力する情報入力手段と、
　上記情報入力手段で入力した入力ディジタル情報信号の復調、誤り訂正などの処理を行
う入力処理手段と、
　上記入力処理手段で処理された信号か上記記録再生部の出力かを選択する再生選択手段
と、
　上記再生選択手段で選択された選択信号から任意の編成チャンネルに関するパケットを
分離する分離手段と、
　上記分離手段で分離された分離信号を復号し映像・音声情報を生成するデコード処理手
段と、
　上記デコード処理手段で使用する第１のクロックを上記分離信号より再生するクロック
再生手段と、
　上記入力処理手段で処理された信号から任意の編成チャンネルの記録再生に関するパケ
ットを分離するインターフェイス手段を備え、
　上記記録再生部は、アナログの映像信号を入力するアナログ映像入力手段と、
　アナログの音声信号を入力するアナログ音声入力手段と、
　前記アナログ映像入力手段で入力したアナログ映像信号をディジタル信号に変換する映
像Ａ／Ｄコンバータと、
　前記映像Ａ／Ｄコンバータで変換されたディジタル映像信号を情報圧縮する映像エンコ
ーダと、
　前記アナログ音声入力手段で入力したアナログ音声信号をディジタル信号に変換する音
声Ａ／Ｄコンバータと、
　前記音声Ａ／Ｄコンバータで変換されたディジタル音声信号を情報圧縮する音声エンコ
ーダと、
　少なくとも前記映像エンコーダで圧縮された圧縮映像信号と前記音声エンコーダで圧縮
された圧縮音声信号と圧縮されたときの時間情報とを多重して前記パケット形式の信号に
変換する多重化手段と、
　前記受信部内の前記インターフェイス手段の出力か前記多重化手段で多重された多重デ
ィジタル信号かを選択する記録選択手段と、
　前記記録選択手段で選択された選択ディジタル信号のパケットにパケット毎に第２の時
間情報を示すコードを付加して記録し、再生時には前記時間情報を用いて再生パケットの
出力間隔を制御して再生する記録再生手段を備え、
　記録時においては前記受信部における前記インターフェイス手段の出力信号を記録する
第１の記録モードと、前記多重ディジタル信号を記録する第２の記録モードを持つことを
特徴とするディジタル信号受信記録再生装置。
【請求項６】
　前記ディジタル信号受信記録再生装置は、前記映像エンコーダまたは前記音声エンコー
ダで用いる第２のクロックを生成するクロック生成手段と、前記第１のクロックか前記第
２のクロックかを選択するクロック選択手段と、前記クロック選択手段で選択された選択
クロックを用いて前記記録選択手段から出力される選択ディジタル信号の各パケットの出
力時間情報を生成して前記選択ディジタル信号に付加する入力時間付加手段を備え、前記
クロック選択手段は前記第１の記録モードでは前記第１クロックを選択し、前記第２の記
録モード及び再生時では前記第２のクロックを選択することを特徴とする請求項５記載の
ディジタル信号受信記録再生装置。
【請求項７】
　前記圧縮映像信号および圧縮音声信号はＭＰＥＧ２規格で規定されている所定バイト数
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のパケット形式の信号であり、前記多重化手段は、少なくともＰＡＴパケットおよびＰＭ
Ｔパケットを多重化することを特徴とする請求項１記載のディジタル信号記録装置。
【請求項８】
　前記多重化手段は、ＳＩテーブル情報を多重化することを特徴とする請求項 記載のデ
ィジタル信号記録装置。
【請求項９】
　前記入力ディジタル信号、前記圧縮映像信号および圧縮音声信号はＭＰＥＧ２規格で規
定されている所定バイト数のパケット形式の信号であり、前記多重化手段は、少なくとも
ＰＡＴパケットおよびＰＭＴパケットを多重化することを特徴とする請求項 記載のディ
ジタル信号記録再生装置。
【請求項１０】
　前記多重化手段は、ＳＩテーブル情報を多重化することを特徴とする請求項 記載のデ
ィジタル信号記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタル信号を受信して記録再生するシステムにおける記録装置及び記録再
生装置及び受信記録再生装置に関る。
【０００２】
【従来の技術】
従来のディジタル信号を記録して再生する技術としては、複数の情報が多重されて伝送さ
れてくるディジタル信号を受信して記録する受信システム及び記録再生装置が特開平８－
９８１６４で述べられている。前記従来の技術においては、複数の情報が多重化されて伝
送されてくるディジタル情報信号を受信し所望の情報を選択する受信手段と、上記受信手
段で受信された情報を記録する記録手段から構成される受信システムについて述べられて
いる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前述の特開平８－９８１６４で述べられている従来技術においては、伝送されてくるディ
ジタル信号をそのまま記録して再生することはできるが、現行の地上波放送のようなアナ
ログのテレビジョン信号をディジタル信号に変換して記録再生することは不可能である。
【０００４】
　本発明は、

【０００５】
【課題を解決するための手段】
映像・音声・データ等をディジタル情報としてあらかじめ定められたパケット形式に多重
されたディジタル信号を入力するディジタル入力手段と、アナログの映像信号を入力する
アナログ映像入力手段と、アナログの音声信号を入力するアナログ音声入力手段と、前記
アナログ映像入力手段で入力したアナログ映像信号をディジタル信号に変換する映像Ａ／
Ｄコンバータと、前記映像Ａ／Ｄコンバータで変換されたディジタル映像信号を情報圧縮
する映像エンコーダと、前記アナログ音声入力手段で入力したアナログ音声信号をディジ
タル信号に変換する音声Ａ／Ｄコンバータと、前記音声Ａ／Ｄコンバータで変換されたデ
ィジタル音声信号を情報圧縮する音声エンコーダと、少なくとも前記映像エンコーダで圧
縮された圧縮映像信号と前記音声エンコーダで圧縮された圧縮音声信号を多重して前記パ
ケット形式の信号に変換する多重化手段と、前記ディジタル入力手段から入力した入力デ
ィジタル信号か前記多重化手段で多重された多重ディジタル信号かを選択する記録選択手
段と、前記記録選択手段で選択された選択ディジタル信号を記録する記録手段を設ける。
【０００６】
【発明の実施の形態】
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アナログ信号をディジタル信号に変換して記録再生する機能を持つディジタ
ル信号の記録装置及び記録再生装置及び受信記録再生装置を提供することを目的とする。



本発明の実施例を図面を用いて説明する。
【０００７】
図１は本発明におけるディジタル放送信号の受信及び記録再生装置のブロック構成を示す
図である。同図において、１はディジタル放送受信装置、２は記録再生装置、３はエンコ
ーダ装置、４はディジタル放送入力端子、５はチューナ、６はＱＰＳＫ復調回路、７は伝
送に伴う信号の誤りを訂正する  Forward Error Correction（以下ＦＥＣと略記）、８は
再生切り換えスイッチ、９はパケット分離回路、１０はＭＰＥＧデコーダ、１１はＮＴＳ
Ｃエンコーダ、１２は記録再生装置とのインターフェイス回路、１３はクロック再生回路
、１４はＤ／Ａコンバータ、１５は映像出力端子、１６は音声出力端子、１７は記録信号
切り換えスイッチ、１８はパケット制御回路、１９は記録再生処理回路、２０は記録アン
プ、２１は再生アンプ、２２は磁気テープ、２３は回転ヘッド、２４はクロック生成回路
、２５はクロック切り換えスイッチ、２６は映像入力端子、２７は音声入力端子、２８は
映像用Ａ／Ｄコンバータ、２９は音声用Ａ／Ｄコンバータ、３０は映像エンコーダ、３１
は音声エンコーダ、３２は多重化回路、４７はディジタル信号処理回路である。
【０００８】
また、図２はディジタル放送信号における伝送信号の構造を示した図である。同図（Ａ）
パケット構造に示すように、伝送信号は２０４バイトからなるパケットで構成され、４バ
イトのヘッダー５０、例えば国際標準であるＭＰＥＧ２（ Moving Picture Expert Group 
2）と呼ばれる圧縮方式を用いて圧縮された映像、音声、付加データ等の情報である１８
４バイトのデータ５１、１６バイトの検査ビットからなる。このパケットが（Ｂ）パケッ
ト方式に示すように、１つの伝送路上に多重されて送られてくる。また、一般に１つの番
組分だけでなく、複数の番組の映像、音声、付加データが多重されている。（Ｃ）ヘッダ
構造はヘッダ５０の内容であり、同図において、５３はパケットの先頭を示す同期バイト
、５４はトランスポートエラーインジケータ、５５はペイロードユニット開始インジケー
タ、５６はトランスポート優先度、５７はパケットの属性を示すＰＩＤ、５８はトランス
ポートスクランブル制御、５９はアダプテーションフィールド制御、６０は連続性損傷で
あり、それぞれパケットに関する各種の属性、状態を示すものであり、全体で４バイトか
らなる。各数字はビット数を表している。
【０００９】
衛星等から送信されるディジタル放送信号をディジタル放送入力端子４より受信し、チュ
ーナ５に入力して、所望の信号を選局し出力する。チューナ５の出力はＱＰＳＫ復調回路
６で復調され、ＦＥＣ７に入力される。ＦＥＣ７は検査ビット５２を用いて、伝送に伴う
入力ディジタル信号の誤り訂正を行う。ＦＥＣ７の出力は再生切り換えスイッチ８及びイ
ンターフェイス回路１２に送られる。
【００１０】
放送信号を出力する場合、再生切り換えスイッチ８をａに選択することにより、ＦＥＣ７
の出力をパケット分離回路９に入力する。パケット分離回路９では、ヘッダ５０内のＰＩ
Ｄ５７等により、それぞれのパケットの種類を判断し、特定の番組に係わる映像、音声等
のパケットのみを分離し、ＭＰＥＧデコーダ１０に出力する。また、多重された信号には
、例えば放送局で圧縮されたときの時間情報を示すＰＣＲ（ Progrm Clock Reference）と
呼ばれるパケットが存在するので、クロック再生回路１３により、このＰＣＲを用いてデ
コーダクロック４５を再生する。クロック再生回路１３により再生されたデコーダクロッ
ク４５は、例えば放送局でＭＰＥＧ２で圧縮する時の圧縮装置（図示せず）で用いられた
クロックと同一の周波数となるように制御される。ＭＰＥＧデコーダ１０では、入力され
た分離信号及びクロック再生回路１３で再生されたデコーダクロック４５より、ＭＰＥＧ
２等で圧縮された映像、音声をそれぞれ伸長して、伸長映像信号、伸長音声信号を得る。
映像信号は、ＮＴＳＣエンコーダでテレビジョン用のアナログ映像信号に変換し、映像出
力端子１５より出力され、音声信号はＤ／Ａコンバータ１４によりアナログ音声信号に変
換され、音声出力端子１６より出力される。
【００１１】
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一方、記録再生装置２に記録する場合、ＦＥＣ７の出力をインターフェイス回路１２で入
力し、パケット分離回路９と同様、記録する番組に関する映像、音声、付加情報に関する
パケットを分離する。但しインターフェイス回路１２は、記録再生装置２により記録再生
する際、自動選局等に必要な番組情報等も記録する必要があるので、パケット分離回路９
で選択されるパケットに加えて、他の番組情報も選択し、またパケットの一部変換を行う
。インターフェイス回路１２で分離された信号は、記録信号切り換えスイッチ１７がｃを
選択することにより、パケット制御回路１８に入力される。パケット制御回路１８では、
図３（ａ）メインデータに示すように、１８８バイトからなるパケットデータを９２バイ
トのパケットデータＡ９９と９６バイトのパケットデータＢに分割し、パケットデータＡ
に４バイトのパケットヘッダー９８を付加する。またパケットヘッダー９８内にはタイム
スタンプと呼ばれるパケットが入力された時間情報を示すデータを生成し、付加を行う。
同図では、斜線部１０２で示している。
【００１２】
パケット制御回路１８で分割、パケットヘッダー９８が付加された信号は記録再生処理回
路１９で、図３に示すように付加情報を示すＡＵＸ９７、ヘッダ９６をさらに付加し、そ
れぞれブロック構造となるようにする。１パケットのデータがブロック９０及びブロック
９１の２ブロックに構成されることになる。さらに、誤り訂正用のＣ１Ｐ１０１、ブロッ
クの先頭を示す同期信号９２、ブロックの位置等の情報からなるＩＤ１（９３）、ＩＤ２
（９４）、ＩＤ１（９３）及びＩＤ２（９４）の誤り検出用のパリティであるＩＤＰ９５
を付加して記録信号１５２を生成し、記録アンプ２０を介して回転ヘッド２３により、磁
気テープ２２に記録される。図４は磁気テープ２２上の記録フォーマットであり、回転ヘ
ッドが１８０°回転する際のトラックフォーマットである。領域７０はプリアンブル、７
１は付加的な情報であるサブコード、７２はギャップ、７３は図３（ａ）のブロック構造
を持つメインデータ、７４はポストアンブル、７５はメインデータ、７６はメインデータ
７５の誤り訂正用のパリティのＣ２Ｐである。サブコード７１は図３（ｂ）サブコードに
示すように、パックデータと呼ばれるパック構造を持っている。
【００１３】
再生時は、回転ヘッド２３で再生された再生信号１５３が再生アンプ２１を介して記録再
生処理回路１９に入力され、同期信号９２、ＩＤ１（９３）、ＩＤ２（９４）等の検出、
Ｃ１Ｐ１０１、Ｃ２Ｐ７６等を用いた誤り訂正が行われ、パケットデータＡ９９及びパケ
ットデータＢ１００を抽出し、パケット制御回路１８に送る。パケット制御回路１８では
、記録時に付加されたタイムスタンプ１０２に従い、記録時と同一の時間間隔で各パケッ
トを出力し、インターフェイス回路１２を介して再生切り換えスイッチ８に送られる。再
生画面を得る場合、再生切り換えスイッチ８をｂに選択することにより、再生されたパケ
ットがパケット分離回路９に送られる。パケット分離回路９では、記録時にインターフェ
イス回路１２で分離、変換された番組情報に関するパケットを基に自動選局がなされ、Ｍ
ＰＥＧデコーダ１０に必要なパケットのみを出力する。以下は放送信号からの出力を得る
場合と同様にして、映像信号、音声信号を得る。
【００１４】
再生時においてもＭＰＥＧデコーダ１０で使用するデコーダクロック４５は、放送局等で
圧縮された時と同一の周波数を得る必要がある。そのためには、少なくとも、記録時に入
力されたそれぞれのＰＣＲの時間間隔を正確に保存して再生出力する必要がある。記録時
にパケット制御回路１８でタイムスタンプ１０２を付加するのはこのためであり、再生時
、パケット制御回路１８により、タイムスタンプ１０２に従って各パケットを出力するこ
とにより、パケット出力間の時間間隔を保存することができる。そのため記録時のタイム
スタンプ１０２の生成に用いるクロックは、クロック再生回路１３で再生されたデコーダ
クロック４５を用いる必要がある。記録時はクロック切換スイッチ２５はｅを選択し、デ
コーダクロック４５がパケット制御回路１８に入力するように制御を行う。
【００１５】
一方再生時は、パケット制御回路１８より出力されるタイミングにより、ディジタル放送
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受信装置内１のクロック再生回路１３が動作してデコーダクロック４５を生成するので、
パケット制御回路１８はデコーダクロック４５を用いることはできない。そこで固定クロ
ック４６を生成するクロック生成回路２４を設け、クロック切換スイッチ２５がｆを選択
することにより、固定クロック４６がパケット制御回路１８に入力し、固定クロック４６
で作られるタイミングによりパケットが出力されるようにする。これにより、クロック再
生回路１３は、固定クロック４６に応じた安定したクロックを生成できる。なお、クロッ
ク生成回路２４は一般に水晶発振器等が用いられるが、周波数はＭＰＥＧ２等の規格内の
範囲のものを使用する必要がある。
【００１６】
以下、本発明に係わる現行の地上放送のようなアナログ放送を、本記録再生装置に記録再
生するときの動作について説明する。
【００１７】
アナログ放送を記録する場合、図１に示すエンコーダ装置３の映像入力端子２６よりアナ
ログ映像信号１５０を入力し、映像用Ａ／Ｄコンバータ２８でディジタル信号に変換し、
映像エンコーダ３０で例えばディジタル放送信号の場合と同様にＭＰＥＧ２等を用いて画
像圧縮を行い、多重化回路３２に出力する。また音声入力端子２７よりアナログ音声信号
１５１を入力し、音声用Ａ／Ｄコンバータ２９でディジタル信号に変換し、音声エンコー
ダ３１で音声圧縮を行い、同様に多重化回路３２に出力する。多重化回路３２では映像エ
ンコーダ３０で生成された映像ストリーム４２、音声エンコーダ３１で生成された音声ス
トリーム４３等の多重化を行う。
【００１８】
図５に多重化動作のタイミングの例を示す。同図において、映像ストリーム４２における
映像１（１１０）、映像２（１１１）等は映像エンコーダ３０で圧縮された後の各パケッ
ト、音声ストリーム４３における音声１（１１３）、音声２（１１４）等は音声エンコー
ダ３１で圧縮された後の各パケット、４４は多重化回路３２で多重化された多重化ストリ
ームを示すしており、それぞれ１パケットの長さは、圧縮率に依存する転送レートに依存
する。一般に音声ストリーム４３の伝送レートは、映像ストリーム４２の伝送レートより
低いものとなる。
【００１９】
多重化回路３２では、図５に示すように映像ストリーム４２及び音声ストリーム４３を一
度記憶し、１つの信号上に両方のパケットを時分割に一定の転送レートで（一般に映像ス
トリーム４２と音声ストリーム４３の伝送レートの和以上の転送レートを用いる）出力す
る。さらにＭＰＥＧ２の規格で規定されている、番組情報に関するパケットＰＡＴ１１８
、ＰＭＴ１１９、ＰＣＲ１２０、ＳＩテーブル１２１等を生成し、映像、音声を伝送しな
い時間に出力する。なお、ＰＭＴは一つの番組を構成する映像、音声などのパケットのＰ
ＩＤ、ＰＡＴは各番組に対応するＰＭＴのパケットのＰＩＤがそれぞれ記述されている。
また、ＳＩは、コピーガード、記録の不連続点を示すコード等その他の情報である。本発
明のように、アナログ放送をアナログーディジタル変換、圧縮した信号を記録再生する場
合のＰＡＴ、ＰＭＴを独自に規定してもよいし、既存の任意の番組に割り当てても良い。
【００２０】
ヌル（１１５、１２５、１２６）は、意味を持たないダミーデータであり、その量は各パ
ケットの総合数と多重化ストリームの伝送レートとの差分に依存する。
【００２１】
図５に示すように、映像ストリーム４２、音声ストリーム４３、その他のパケット、ヌル
を時分割に多重して、一本の信号とする。ここで、映像ストリーム４２上の映像１（１１
０）、映像２（１１１）等の各パケットと、多重化ストリーム４４上の映像１（１１６）
、映像２（１１７）等のパケットは同一の内容であり、同様に音声ストリーム４３上の音
声１（１１３）、音声２（１１４）等の各パケットと、多重化ストリーム４４上の音声１
（１２２）、音声２（１２４）等のパケットは同一の内容である。
【００２２】
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以上により、多重化ストリーム４４のストリーム構造は、ディジタル放送受信装置１のイ
ンターフェイス回路１２の出力と同様のストリーム構造となるので、記録信号切換スイッ
チ１７がｄを選択し、パケット制御回路１８に入力することにより、ディジタル放送を記
録再生する時と同様の操作で、多重化ストリーム４４の記録再生を行うことができる。
【００２３】
なお、多重化ストリーム４４の記録を行う際、パケット制御回路でのタイムスタンプ１０
２の生成に用いるクロックは、ディジタル放送の記録の説明で述べたように、映像エンコ
ーダ３０、音声エンコーダ３１等で用いるクロックと同一のものである必要があるので、
図１に示すように、映像エンコーダ３０、音声エンコーダ３１、多重化回路３２をクロッ
ク生成回路２４で生成される固定クロック４６で動作させ、クロック切換スイッチ２５は
ｆを選択して、固定クロック４６がパケット制御回路１８に入力されるようにする。再生
時もクロック切換スイッチ２５はｆを選択して、パケット制御回路１８は固定クロック４
６を用いる。
【００２４】
また、記録再生装置に許容される転送レートに余裕がある場合、ディジタル放送とアナロ
グ放送を同時に記録することも可能となる。図６はこの場合のディジタル放送信号の受信
及び記録再生装置のブロック構成であり、多重化回路３２にインターフェース回路１２の
出力である放送ストリームも入力し、映像エンコーダ３０、音声エンコーダ３１、多重化
回路３２をクロック切換スイッチ２５の出力クロックで動作する点が図１と異なる。
【００２５】
記録時は図７に示すように、放送ストリーム４１、映像ストリーム４２、音声ストリーム
４３の各パケットを時分割多重し、さらにＰＭＴ、ＰＣＲ等を付加して多重化ストリーム
を生成する。この場合ＰＡＴは放送ストリーム４１中に既に含まれているが（図７中、１
３０で示すパケット）、これは放送ストリームに含まれる番組に関する情報しか含まれて
いないので、アナログ放送に関する情報も含むものに変換する必要がある。同図中、１３
１は、変換されたＰＡＴを示す。
【００２６】
この場合、パケット制御回路１８はクロック再生回路１３で生成されたデコーダクロック
４５を使用するので、クロック切換スイッチはｅを選択し、映像エンコーダ３０、音声エ
ンコーダ３１等も同様にデコーダクロック４５を用いる。再生時は、クロック切換スイッ
チ２５はｆを選択し、固定クロック４６を使用する。
【００２７】
再生時は、ユーザーがディジタル放送かアナログ放送かを選択し、記録時に変換されたＰ
ＡＴを基にしてどちらかの番組のパケットのみをパケット分離回路９で選択し、ＭＰＥＧ
デコーダ１０に入力し、所望の番組の映像、音声を得る。
【００２８】
以上により、ディジタル放送とディジタル信号に変換されたアナログ放送を容易に同時多
チャンネル記録することが可能となる。また、図６の装置において、多重化回路３２にお
いて放送ストリーム４１を出力しないモードを設け、映像ストリーム４２、音声ストリー
ム４３のみを多重化すれば図１で説明した場合と同様の動作モードとなる、この場合の記
録時ではクロック切換スイッチ２５はｆを選択すれば良い。また、放送ストリーム４１か
ら映像のみを選択し、音声ストリーム４３から音声のみを選択する、または逆に放送スト
リーム４１から音声のみを選択し、音声ストリーム４３から映像のみを選択するというよ
うに、映像と音声を別のソースから選択することも可能である。
【００２９】
また、以上では、インターフェイス回路１２、多重化回路３２、パケット制御回路１８を
一方向の信号として説明したが、これを入出力のバスとしても良い。図８はこの場合の信
号線の構成を示したものであり、１４０、１４３、１４４は出力をハイインピーダンスに
することができる。トライステートバッファ、１４１、１４２は入力バッファである。
【００３０】
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同図の構成において、ディジタル放送の記録時はバッファ１４３、バッファ１４４をハイ
インピーダンスとして、バッファ１４０から入力バッファ１４２を介してパケット制御回
路１８に入力し、アナログル放送の記録時はバッファ１４０、バッファ１４３をハイイン
ピーダンスとして、バッファ１４４から入力バッファ１４２を介してパケット制御回路１
８に入力し、再生時はバッファ１４０、バッファ１４４をハイインピーダンスとして、バ
ッファ１４３から入力バッファ１４１を介してインターフェイス回路１２に入力すれば良
い。これにより、インターフェイス回路１２とパケット制御回路１８との信号線の本数を
低減することができる。
【００３１】
また、映像用Ａ／Ｄコンバータ２８、音声用Ａ／Ｄコンバータ２９、映像エンコーダ３０
、音声エンコーダ３１、多重化回路３２等を記録再生装置２に内蔵しても良いし、ディジ
タル放送受信装置１に内蔵しても良い。また特に図示していないが、パケット分離回路９
、ＭＰＥＧデコーダ１０、ＮＴＳＣエンコーダ１１、Ｄ／Ａコンバータ１４を記録再生装
置に独立に設けても良い。これにより、記録再生装置単独でも再生映像信号を得ることが
できるようになる。もちろん、ディジタル放送受信装置１、記録再生装置２、エンコーダ
装置３を全て一体型の装置としても良い。
【００３２】
また、以上の説明では、ディジタル信号のみの記録再生について説明したが、例えば現行
のＶＨＳ  ＶＴＲのようなアナログ信号の記録再生の機能を有しても良い。図９はディジ
タル信号とアナログ信号を選択して記録再生することができる受信記録再生装置のブロッ
ク図であり、図１、図６と共通部分は同一番号を付してある。
【００３３】
同図において、２００はアナログ放送入力端子、２０１はアナログチューナ、２０２はア
ナログ音声記録再生回路、２０３はアナログ映像記録再生回路、２０４はアナログ映像記
録アンプ、２０５はアナログ映像再生アンプ、２０６はシステムコントローラ、２０７は
出力選択回路、２０８は外部音声出力端子、２０９は外部映像入力端子、２１０はディジ
タル記録切換スイッチ、２２０は映像ヘッド、２２１は音声ヘッドである。
【００３４】
同図の装置でディジタル記録する場合、ディジタル記録切換スイッチ２１０がｇを選択す
ることにより、ディジタル信号処理回路４７の出力を、再生アンプ２０を介して、回転ヘ
ッド２３の音声ヘッド２２１により磁気テープ２２にディジタル記録される。また同時に
、図示していないが、システムコントロール２０６により、サーボ用のトラッキング信号
が回転ヘッド２２の回転と同期して記録される。その際、システムコントローラ２０６の
制御により、アナログ映像記録アンプ２０４の出力は停止させる。
【００３５】
再生時は、図１、図６の説明で同様にして、ディジタル放送受信装置１により再生映像信
号２３０、再生音声信号２３１が生成され、システムコントローラ２０６の制御により出
力選択回路２０７で選択されることにより、外部映像出力端子２０９、外部音声出力端子
２０８より出力される。
【００３６】
また、アナログ放送をディジタル記録する場合、アナログ放送入力端子２００よりアナロ
グ放送信号を受信し、アナログチューナ２０１に入力して、所望の番組のアナログ映像信
号１５０とアナログ音声信号１５１を生成し、エンコーダ装置３に入力すれば良い。
【００３７】
アナログ放送を現行のＶＨＳ方式等を用いてアナログ記録する場合、同様にアナログ放送
入力端子２００よりアナログ放送信号を受信し、アナログチューナ２０１に入力して、所
望の番組のアナログ映像信号１５０とアナログ音声信号１５１を生成する。アナログ映像
信号１５０はアナログ映像記録再生回路２０３により例えばＶＨＳ規格の信号となるよう
に処理され、アナログ映像記録アンプ２０４を介して回転ヘッド２３の映像ヘッド２２０
により記録される。同時にアナログ音声信号１５１はアナログ音声記録再生回路２０２に
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より例えばＶＨＳ規格の信号となるように処理され、ｈに選択されたディジタル記録切換
スイッチ２１０及び記録アンプ２０を介して回転ヘッド２３の音声ヘッド２２１により記
録される。ディジタル記録時と同様にサーボ用のトラッキング信号が記録される。映像ヘ
ッド２２０と声ヘッド２２１は互いにアジマス角度が異なっており、アジマス記録される
。
【００３８】
再生時はアジマス損失のため、映像ヘッド２２０で記録された信号は映像ヘッド２２０で
のみ、音声ヘッド２２１で記録された信号は音声ヘッド２２１でのみ再生される。映像ヘ
ッド２２０で再生された映像信号はアナログ音声再生アンプ２０５を介して、アナログ映
像記録再生回路２０３で処理されて再生映像信号２３２が生成され、出力選択回路２０７
により外部映像出力端子２０９より出力される。また、音声ヘッド２２１で再生された音
声信号は再生アンプ２１を介して、アナログ音声記録再生回路２０２で処理されて再生音
声信号２３３が生成され、出力選択回路２０７により外部音声出力端子２０８より出力さ
れる。
【００３９】
この場合、一般にディジタル記録とアナログ記録では、磁気テープ２２の送りスピードが
異なり、例えばアナログ記録の場合、ＶＨＳ規格の標準モード、３倍モードに対して、デ
ィジタル記録時は２倍モード（標準モードの１／２の送りスピード。記録時間が２倍とな
る）となるように、システムコントロール２０６が制御する。また、特定のテープ（例え
ばＶＨＳ規格のＳ－ＶＨＳテープ）でしかディジタル記録を行わない場合も想定されるの
で、システムコントロール２０６により、テープの検出（一般にカセットにあけられてい
る穴の有無のより判別可能）を行い、Ｓ－ＶＨＳテープ以外のテープの場合、常にアナロ
グ記録となるように制御される。この場合、ディジタル放送をそのままディジタル記録で
きないため、図１０に示したように、一度ディジタル放送受信装置１で生成された映像信
号２３０及び音声信号２３１を、入力選択回路２５０を介して、アナログ映像記録再生回
路２０３、アナログ音声記録再生回路２０２に入力し、上記で説明したアナログ記録を行
えば良い。
【００４０】
再生時は、図示していないが、システムコントロール２０６でサーボ用のトラッキング信
号を検出ことにより、記録時のテープスピードを判断し、標準モード及び３倍モードの時
はアナログ再生、２倍モードの時はディジタル再生となるように、システムコントロール
２０６が自動的に切換える。これにより、ユーザーは、ディジタルで記録されたものか、
アナログで記録されたものかを意識する必要が無く、自動的に所定のモードに切換わり、
外部映像出力端子２０９、外部音声出力端子２０８よりを所望の信号を得ることができる
。
【００４１】
また、ディジタル放送受信装置１を別の装置とし、出力選択回路２０７を設けず、ディジ
タル放送受信装置１の出力と、アナログ映像記録再生回路２０３及びアナログ音声記録再
生回路２０２の出力をそれぞれ独立させても良い。
【００４２】
　なお、以上の説明では記録媒体として磁気テープを用いているが、磁気ディスク、光デ
ィスク、半導体メモリ等、他の記録媒体を用いても良い。また、図１、図６等には示して
いないが、ＱＰＳＫ復調回路６とＦＥＣ７の間に、暗号された信号を復元する暗号解読回
路を設けてもよい。またインターフェイス回路１２で行うパケットの選択、番組情報に関
するパケットの変換等をパケット分離回路９あるいはパケット制御回路１８で行っても良
い。
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以上に説明した実施例によれば、ディジタル放送の記録装置、記録再生装置及び受信記
録装置において、アナログ信号のテレビジョン信号をディジタル信号に変換して記録再生
することができる。また、ディジタル放送とディジタル信号に変換したアナログ信号のテ
レビジョン信号を同時に多チャンネル記録することも可能である。



【 0043】
【発明の効果】
　本発明

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の構成を示すブロック図である。
【図２】パケット構造およびパケットの多重方式を示す図である。
【図３】記録装置におけるブロックフォーマットを示す図である。
【図４】記録装置におけるトラックフォーマットを示す図である。
【図５】多重化回路でのパケットの多重出力を示すタイミング図である。
【図６】本発明の他の実施例の構成を示すブロック図である。
【図７】図６の実施例における多重化回路でのパケットの多重出力を示すタイミング図で
ある。
【図８】信号の伝送にバスを用いた時の構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の他の実施例の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の他の実施例の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１…ディジタル放送受信装置、２…記録再生装置、３…エンコーダ装置、８…再生切換ス
イッチ、９…パケット分離回路、１０…ＭＰＥＧデコーダ、１２…インターフェイス回路
、１３…クロック再生回路、１７…記録信号切換スイッチ、１８…パケット制御回路、１
９…記録再生処理回路、２４…クロック生成回路、２５…クロック切換スイッチ、２６…
映像入力端子、２７…音声入力端子、２８…映像用Ａ／Ｄコンバータ、２９…音声用Ａ／
Ｄコンバータ、３０…映像エンコーダ、３１…音声エンコーダ、３２…多重化回路路、４
７…ディジタル信号処理回路
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によれば、アナログ信号をディジタル信号に変換して記録再生する機能を持つデ
ィジタル信号の記録装置及び記録再生装置及び受信記録再生装置を提供することが可能と
なる。



【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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