
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放送周波数の選局を行なう選局手段、映像および音声の記録・再生を行なう記録・再生手
段を有する記録・再生制御手段を備えた映像音声記録・再生装置において、
前記記録・再生制御手段は、受信信号の分配を行なう分配手段、この分配手段に接続する
複数の前記選局手段、それぞれの前記選局手段に対応して接続する複数の前記記録・再生
手段、操作部の操作に基づいて複数の前記選局手段の選局設定および複数の前記記録・再
生手段の記録・再生制御を行なう操作制御手段、複数の前記記録・再生手段の再生時に同
一タイミングの再生基準信号を出力する再生基準信号発生手段を備えたことを特徴とする
映像音声記録・再生装置。
【請求項２】
前記記録・再生制御手段に、前記操作制御手段の制御に基づき、前記複数の記録・再生手
段の再生信号のいずれか１つの選択を行なう再生選択手段を備えたことを特徴とする請求
項１記載の映像音声記録・再生装置。
【請求項３】
前記記録・再生制御手段に、前記複数の記録・再生手段の再生信号に基づき、１つの画面
で複数の画像表示を行なわせる合成信号を発生する画面制御手段を備えたことを特徴とす
る請求項１記載の映像音声記録・再生装置。
【請求項４】
前記操作制御手段は、複数の前記選局手段のそれぞれに、異なる放送周波数の設定を行な
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うことを特徴とする請求項１記載の映像音声記録・再生装置。
【請求項５】
前記操作制御手段は、前記再生選択手段の選択制御を所定時間以上行なわない場合に、選
択が行なわれていない記録・再生手段を待機の状態に制御することを特徴とする請求項１
記載の映像音声記録・再生装置。
【請求項６】
前記複数の記録・再生手段は、前記操作制御手段の制御に基づき、同時に記録を行なうと
ともに、同時に再生を行なうことを特徴とする請求項１記載の映像音声記録・再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明はビデオテープレコーダ等の映像音声記録・再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の映像音声記録・再生装置において、選局手段および記録・再生手段をそれぞれ１つ
備え、１つの放送周波数を選択して記録を行ない、記録した映像および音声の再生を行な
うものは知られている。
【０００３】
図４に従来の映像音声記録・再生装置の要部ブロック構成図を示す。
従来の映像音声記録・再生装置の説明を、ビデオテープレコーダを例にして行なう。
図４において、従来の映像音声記録・再生装置５０は、スイッチ５２、選局手段５３、記
録・再生手段５４、操作部５５、操作制御手段５６、再生基準信号発生手段５７を有する
記録・再生制御手段５１を備える。
【０００４】
選局手段５３は、例えば電子同調チューナで構成され、その放送信号ＲＦの周波数設定が
、操作部５５を手動操作に応じた操作信号Ｐにより、操作制御手段５６からの選局制御信
号Ｔ１で制御され選局信号Ｄ１を出力する。
この選局信号Ｄ１はスイッチ５２の接点ａと共通接点ｃを介して記録・再生手段５４に出
力される。
【０００５】
記録・再生手段５４は、操作部５５の操作信号Ｐにより、操作制御手段５６からの制御信
号Ｋ１で制御され、スイッチ５２を介した選局手段５３からの選局信号Ｄ１を、例えばビ
デオテープ等に記録する。
【０００６】
再生基準信号発生手段５７は、記録・再生手段５４の再生時に、同期信号分離等のタイミ
ングを行なう基準信号を発生する。
記録・再生手段５４は、操作部５５の操作信号Ｐにより、操作制御手段５６からの制御信
号Ｋ１で制御され、外部のモニタＴＶに画像表示を行なう再生のためのビデオ信号Ｓ４を
出力する。
【０００７】
手動操作してスイッチ５２の出力を接点ｂ側にした場合には、ビデオカメラ等から入力さ
れる外部入力信号Ｓ１が共通接点ｃを介して記録・再生手段５４に提供される。
【０００８】
このように、従来の映像音声記録・再生装置５０は、選局手段５３および記録・再生手段
５４をそれぞれ１つ備え、操作部５５の操作信号Ｐに基づいて１つの放送を選択して記録
を行ない、記録した映像および音声の再生が行なわれる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従来の映像音声記録・再生装置は、記録・再生手段が１つのため、同時に複数の放送の記
録・再生ができないため、例えば家庭用のＶＴＲに同時に複数のテレビ番組等を記録し、
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再生できるものが望まれている。
【００１０】
また、複数の映像音声記録・再生装置を使用して複数の放送の記録・再生を行なう場合に
は、それぞれの装置の操作を別々に行なわなくてはならず、操作が煩わしい課題がある。
【００１１】
この発明はこのような課題を解決するためなされたもので、その目的は操作の容易な、低
コストで、複数の異なった放送を同時に記録、再生できる映像音声記録・再生装置を提供
することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するためこの発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段
に、受信信号の分配を行なう分配手段、この分配手段に接続する複数の選局手段、それぞ
れの選局手段に対応して接続する複数の記録・再生手段、操作部の操作に基づいて複数の
選局手段の選局設定および複数の記録・再生手段の記録・再生制御を行なう操作制御手段
、複数の記録・再生手段の再生時に同一タイミングの再生基準信号を出力する再生基準信
号発生手段を備えたことを特徴とする。
【００１３】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に、操作制御手段
の制御に基づき、複数の記録・再生手段の再生信号のいずれか１つの選択を行なう再生選
択手段を備えたことを特徴とする。
【００１４】
さらに、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に、複数の記録
・再生手段の再生信号に基づき、１つの画面で複数の画像表示を行なわせる合成信号を発
生する画面制御手段を備えたことを特徴とする。
【００１５】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、操作制御手段が、複数の選局手段のそ
れぞれに、異なる放送周波数の設定を行なうことを特徴とする。
【００１６】
さらに、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、操作制御手段が、再生選択手段の選
択制御を所定時間以上行なわない場合に、選択が行なわれていない記録・再生手段を待機
の状態に制御することを特徴とする。
【００１７】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、複数の記録・再生手段が、操作制御手
段の制御に基づき、同時に記録を行なうとともに、同時に再生を行なうことを特徴とする
。
【００１８】
【作用】
この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に、受信信号の分配を行
なう分配手段、この分配手段に接続する複数の選局手段、それぞれの選局手段に対応して
接続する複数の記録・再生手段、操作部の操作に基づいて複数の選局手段の選局設定およ
び複数の記録・再生手段の記録・再生制御を行なう操作制御手段、複数の記録・再生手段
の再生時に同一タイミングの再生基準信号を出力する再生基準信号発生手段を備えたので
、複数の放送番組の記録、または再生を同時に行なうことができる。
【００１９】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に、操作制御手段
の制御に基づき、複数の記録・再生手段の再生信号のいずれか１つの選択を行なう再生選
択手段を備えたので、再生した複数の放送番組の中から、１つの放送番組の再生信号を選
択することができる。
【００２０】
さらに、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に、複数の記録
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・再生手段の再生信号に基づき、１つの画面で複数の画像表示を行なわせる合成信号を発
生する画面制御手段を備えたので、合成信号により複数の分割画面を表示することができ
る。
【００２１】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、操作制御手段が、複数の選局手段のそ
れぞれに、異なる放送周波数の設定を行なうので、それぞれの記録・再生手段は、異なっ
た放送番組の記録を行なうことができる。
【００２２】
さらに、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、操作制御手段が、再生選択手段の選
択制御を所定時間以上行なわない場合に、選択が行なわれていない記録・再生手段を待機
の状態に制御するので、記録・再生手段の再生ヘッド等の摩耗を少なくすることができる
。
【００２３】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、複数の記録・再生手段が、操作制御手
段の制御に基づき、同時に記録を行なうとともに、同時に再生を行なうので、１つの操作
部で記録、再生を同時に行なうことができる。
【００２４】
【実施例】
以下、この発明の実施例を、ビデオテープレコーダを例にして添付図面に基づいて説明す
る。
図１はこの発明に係る映像音声記録・再生装置の要部ブロック構成図である。図１におい
て、映像音声記録・再生装置１は、記録・再生制御手段２を備える。
なお、映像音声記録・再生装置１は、４チャンネルで構成した例を示す。
【００２５】
記録・再生制御手段２は、スイッチ３、分配手段４、選局手段５Ａ～５Ｄからなる選局手
段５、記録・再生手段６Ａ～６Ｄからなる記録・再生手段６を備える。
【００２６】
また、記録・再生制御手段２は、操作部７、操作制御手段８、再生基準信号発生手段９、
再生選択手段１０、画面制御手段１１、スイッチ手段１２を備える。
【００２７】
分配手段４は、例えばＲＦ分配器で構成し、図示しないアンテナからのテレビ放送等の放
送信号ＲＦを受信し、受信信号Ｂ１～Ｂ４のそれぞれを選局手段５Ａ～５Ｄのそれぞれに
提供する。
なお、受信信号Ｂ１～Ｂ４は、複数の放送信号ＲＦを含んだ同じ信号である。
【００２８】
選局手段５Ａは、例えば可変容量ダイオードの印加電圧の大きさによりコンデンサの容量
を変化し、同調を行なう電子同調チューナで構成され、例えば複数のスイッチで構成した
操作部７の操作信号Ｐにより、操作制御手段８からの選局制御信号Ｔ１に基づいて予め選
局設定が行なわれ、スイッチ３の接点ａと共通接点ｃを介して選局信号Ｄ１を記録・再生
手段６Ａに提供する。
【００２９】
同様に、選局手段５Ｂ～５Ｄは、電子同調チューナで構成され、操作部７の操作信号Ｐに
より、操作制御手段８からの選局制御信号Ｔ２～Ｔ４のそれぞれに基づいて選局設定が行
なわれ、選局信号Ｄ２～Ｄ４のそれぞれを記録・再生手段６Ｂ～６Ｄのそれぞれに提供す
る。
【００３０】
操作制御手段８からの選局制御信号Ｔ１～Ｔ４は、いずれも同一の放送周波数の設定がで
きないように、操作制御手段８で制御される。
【００３１】
操作操作制御手段８は、例えばマイクロプロセッサを基本に構成し、操作部７の操作に基
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づき、モード制御信号Ｋ１～Ｋ４のそれぞれを記録・再生手段６Ａ～６Ｄのそれぞれに提
供する。
【００３２】
モード制御信号Ｋ１～Ｋ４のそれぞれは、記録・再生手段６Ａ～６Ｄの記録、再生を制御
する。
また、モード制御信号Ｋ１～Ｋ４は、テープの正転早送りおよび逆転早送りを制御すると
ともに、再生時に所定時間以上ビデオテープの選択が行なわれない場合に、ビデオテープ
の待機状態の制御を行なう。
【００３３】
記録・再生手段６Ａ～６Ｄは、図示しない映像信号回路部、音声信号回路部、ビデオ機構
部を備える。
【００３４】
記録・再生手段６Ａ～６Ｄは、操作制御手段８からのモード制御信号Ｋ１～Ｋ４の制御に
より、選局手段５Ａ～５Ｄからの選局信号Ｄ１～Ｄ４のそれぞれに基づいて異なる放送番
組の記録を、一斉に行なう。
なお、放送のチャンネル番号および日時は、ビデオテープのＶブランキングに記録してお
く。
【００３５】
記録・再生手段６Ａ～６Ｄは、操作制御手段８に設けた、図示しない計時手段により、記
録時刻を設定することができ、それぞれの記録手段６の全てが、１つの計時手段で、一斉
に駆動される。
【００３６】
また、記録・再生手段６Ａ～６Ｄは、操作部７からの操作信号Ｐに基づいた操作制御手段
８からのモード制御信号Ｋ１～Ｋ４の制御により、記録した放送番組の再生を、一斉に行
ない、再生信号Ｌ１～Ｌ４のそれぞれを再生選択手段１０および画面制御手段１１に提供
する。
【００３７】
再生基準信号発生手段９は、例えばマルチバイブレータ等を備え、記録・再生手段６Ａ～
６Ｄの再生時に、同期信号分離等のタイミングを合せる基準信号Ｍを発生し、記録・再生
手段６のそれぞれに提供してビデオ機構部のテープ走行のタイミングを一様に制御する。
【００３８】
再生選択手段１０は、例えばアナログスイッチ等を備え、操作部７の操作信号Ｐに基づい
た操作制御手段８の再生選択制御信号Ｊの制御により、記録・再生手段６Ａ～６Ｄからの
再生信号Ｌ１～Ｌ４のいずれか１つを選択し、１画面表示信号Ｓ２としてスイッチ手段１
２に供給する。
【００３９】
一方、操作制御手段８は、操作部７が一定時間操作されず、再生を必要としない記録・再
生手段６Ａ～６Ｄのビデオ機構部のヘッドの摩耗やビデオテープの損傷を防止するため、
どの記録・再生手段６Ａ～６Ｄが再生のために選択されているかを操作部７の信号Ｐに基
づいて判断し、ビデオテープの待機状態の制御を行なうモード制御信号Ｋ１～Ｋ４を、再
生を必要としない記録・再生手段６Ａ～６Ｄに出力する。
【００４０】
記録・再生手段６Ａ～６Ｄは、待機状態の制御を行なうモード制御信号Ｋ１～Ｋ４により
、ビデオ機構部が制御され、ビデオテープをハーフローディングの状態にし、ビデオ機構
部のヘッドの摩耗やビデオテープの損傷を防止する。
【００４１】
なお、ビデオ機構部のヘッドの摩耗やビデオテープの損傷の防止は、テープテンションを
弱めたり、シリンダの回転を遅くしたり、またはシリンダの回転を止めることで行なって
もよい。
【００４２】
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待機状態の記録・再生手段６Ａ～６Ｄに装着されたビデオテープは、再生中のビデオテー
プと同じ速度で走行を行なうよう、ビデオ機構部のコントロールヘッドでコントロールパ
ルスの読取りを行ない、各ビデオテープを同期させる。
【００４３】
再度、操作部７の操作が行なわれ、いずれかの記録・再生手段６Ａ～６Ｄが選択された場
合には、全ての記録・再生手段６Ａ～６Ｄは、再生の状態に復帰する。
【００４４】
画面制御手段１１は、例えばＡ／Ｄ変換器、ＲＡＭ等のメモリ、Ｄ／Ａ変換器、映像信号
回路部、音声信号回路部、ＲＦコンバータ等を備える。
【００４５】
画面制御手段１１は、再生基準信号発生手段９からの基準信号Ｈに基づき、記録・再生手
段６Ａ～６Ｄからの再生信号Ｌ１～Ｌ４を、映像信号と音声信号に分けた後、それぞれの
信号をＡ／Ｄ変換し、映像用のメモリと音声用のメモリに収納する。
【００４６】
また、画面制御手段１１は、再生信号Ｌ１～Ｌ４の映像信号を４画面の画像表示のために
合成した画像信号と、操作制御手段８からの再生選択制御信号Ｊに基づいて選択された記
録・再生手段６からの音声信号とを合成し、４画面表示信号Ｓ３としてＲＦコンバータを
介して出力する。
【００４７】
スイッチ手段１２は、操作制御手段８からの画面表示選択信号Ｆ（例えば、Ｈレベル）で
制御され、画面制御手段１１からの４画面表示信号Ｓ３を接点ａと共通接点ｃを介して出
力する。
【００４８】
また、スイッチ手段１２は、操作制御手段８からの画面表示選択信号Ｆ（例えば、Ｌレベ
ル）で制御され、再生選択手段１０からの１画面表示信号Ｓ２を接点ｂと共通接点ｃを介
して出力する。
【００４９】
再生選択手段１０からの１画面表示信号Ｓ２または画面制御手段１１からの４画面表示信
号Ｓ３は、ビデオ信号Ｓ４として外部のモニタＴＶに提供される。
【００５０】
なお、４画面表示信号Ｓ３は、選択された音声に対応する画面を強調するため、既にビデ
オテープに記録している放送チャンネルの表示を、選択された画面に対してだけ行なうよ
う信号を合成してもよい。
また、４画面表示信号Ｓ３は、選択された音声に対応する画面の輝度を高めてもよいし、
例えば白色等の枠で囲むよう信号を合成してもよい。
【００５１】
スイッチ３の共通接点ｃが接点ｂと接続されている場合には、例えばビデオカメラ等から
外部入力信号Ｓ１がスイッチ３を介し、記録・再生手段６Ａに提供され、記録・再生手段
６Ａは、外部入力信号Ｓ１の記録・再生を行なう。
スイッチ３は、それぞれの記録・再生手段６に対応して複数設けてもよい。
【００５２】
記録・再生手段６のそれぞれの再生信号Ｌ１～Ｌ４をそれぞれ別々に出力し、４系統別々
の出力構成にしてもよい。
【００５３】
選局手段５は、ＶＨＦ、ＵＨＦ、衛星放送、ケーブルテレビ等の周波数の同調を行なうチ
ューナを備えることができる。
なお、記録・再生手段６は、ディスク式等の記録・再生手段でもよい。
【００５４】
図２にこの発明に係る映像音声記録・再生装置の概略構成図を示す。
図２において、映像音声記録・再生装置１は、アンテナからの放送信号ＲＦを受信するた
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めに、同軸ケーブル等でアンテナに接続される。
【００５５】
また、映像音声記録・再生装置１は、出力されるビデオ信号Ｓ４により記録した画像を表
示するため、モニタＴＶ（テレビ）に同軸ケーブル等で接続される。
【００５６】
映像音声記録・再生装置１は、操作部７Ａの操作に基づき、チャンネル表示部１６に選局
した放送チャンネルの表示をし、操作部７Ｂの操作に基づき、記録・再生を行なう。
【００５７】
モニタＴＶは、操作部７Ｂの操作に基づいて、選局して記録した放送番組の再生画像を表
示する。
【００５８】
この画像表示の際、モニタＴＶは、ビデオテープに記録した時刻表示部１５で表示される
記録時刻および選択した放送チャンネルを画面に表示する。
【００５９】
なお、映像音声記録・再生装置１の操作は、装置から離れて操作可能なリモートコントロ
ールユニット７ｃで行なうこともできる。
【００６０】
図３にこの発明に係る映像音声記録・再生装置の画面表示実施例を示す。
図３の説明を、図１を参照して行なう。
図３において、映像音声記録・再生装置１は、４画面表示用のビデオ信号Ｓ４をモニタＴ
Ｖに提供する。
【００６１】
モニタＴＶは、左上、左下、右上、右下のそれぞれに、記録・再生手段６Ａ～６Ｄからの
再生信号Ｌ１～Ｌ４に基づいて画像表示を行なう。
【００６２】
４画面表示の場合には、音声は、再生選択手段１０により選択された再生信号に対応した
音声を出力し、この音声に対応する画面を強調するため、既にビデオテープに記録してい
る放送チャンネルの表示を行なう。
【００６３】
このように、映像音声記録・再生装置１は、複数の選局手段５、複数の記録・再生手段６
を備え、複数の異なった放送の同時記録、または同時再生を操作部７の簡単な操作で行な
うことができる。
【００６４】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に
、受信信号の分配を行なう分配手段、この分配手段に接続する複数の選局手段、それぞれ
の選局手段に対応して接続する複数の記録・再生手段、操作部の操作に基づいて複数の選
局手段の選局設定および複数の記録・再生手段の記録・再生制御を行なう操作制御手段、
複数の記録・再生手段の再生時に同一タイミングの再生基準信号を出力する再生基準信号
発生手段を備え、複数の放送番組の記録、または再生を同時に行なうことができるので、
複数の映像音声記録・再生装置の製品を設置して使用する場合に比較して、小形化が図れ
るとともに、製造コストの低減を図ることができる。
【００６５】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に、操作制御手段
の制御に基づき、複数の記録・再生手段の再生信号のいずれか１つの選択を行なう再生選
択手段を備え、再生した複数の放送番組の中から、１つの放送番組の再生信号を自由に選
択することができるので、同時刻に放送される複数の放送番組を選択して自由に観賞する
ことができる。
【００６６】
さらに、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、記録・再生制御手段に、複数の記録
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・再生手段の再生信号に基づき、１つの画面で複数の画像表示を行なわせる合成信号を発
生する画面制御手段を備え、複数の分割画面を表示することができるので、１つのモニタ
ＴＶで同時に複数の放送番組をモニタすることができる。
【００６７】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、操作制御手段が、複数の選局手段のそ
れぞれに、異なる放送周波数の設定を行ない、それぞれの記録・再生手段は、異なった放
送番組の記録を行なうことができるので、同じ放送番組を記録する誤操作を防止すること
ができる。
【００６８】
さらに、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、操作制御手段が、再生選択手段の選
択制御を所定時間以上行なわない場合に、選択が行なわれていない記録・再生手段を待機
の状態に制御し、記録・再生手段の再生ヘッド等の摩耗を少なくすることができるので、
記録・再生手段の耐久性を向上させることができる。
【００６９】
また、この発明に係る映像音声記録・再生装置は、複数の記録・再生手段が、操作制御手
段の制御に基づき、同時に記録を行なうとともに、同時に再生を行ない、１つの操作部で
記録、再生を同時に行なうことができるので、操作性の向上が図れる。
【００７０】
よって、複数の異なった放送の同時記録または再生を、簡単な操作で行なうことができる
、低コストで、耐久性の高い映像音声記録・再生装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る映像音声記録・再生装置の要部ブロック構成図
【図２】この発明に係る映像音声記録・再生装置の概略構成図
【図３】この発明に係る映像音声記録・再生装置の画面表示実施例
【図４】従来の映像音声記録・再生装置の要部ブロック構成図
【符号の説明】
１…映像音声記録・再生装置、２…記録・再生制御手段、３…スイッチ、４…分配手段、
５，５Ａ～５Ｄ…選局手段、６，６Ａ～６Ｄ…記録・再生手段、７，７ａ，７ｂ…操作部
、８…操作制御手段、９…再生基準信号発生手段、１０…再生選択手段、１１…画面制御
手段、１２…スイッチ手段、１５…時刻表示部、１６…チャンネル表示部、Ｓ１…外部入
力信号、Ｓ２…１画面表示信号、Ｓ３…４画面表示信号、Ｓ４…ビデオ信号、ＲＦ…放送
信号、Ｂ１～Ｂ４…受信信号、Ｔ１～Ｔ４…選局制御信号、Ｄ１～Ｄ４…選局信号、Ｋ１
～Ｋ４…モード制御信号、Ｐ…操作信号、Ｌ１～Ｌ４…再生信号、Ｆ…画面表示選択信号
、Ｊ…再生選択制御信号、Ｍ，Ｈ…基準信号、７ｃ…リモートコントロールユニット、Ｔ
Ｖ…モニタテレビ（モニタＴＶ）、ａ，ｂ…接点、ｃ…共通接点。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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