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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送信号を受信して録画用データを生成する録画装置であって、
　現在放送中の番組の映像情報に当該現在放送中の番組の日時情報とタイトル情報とが予
め多重化されて放送局から放送される放送信号を受信するチューナと、
　前記チューナで前記放送信号から選局された現在放送中の番組の映像情報に多重化され
ている当該現在放送中の番組の日時情報とタイトル情報とを抽出する抽出回路と、
　前記チューナで前記放送信号から選局された現在放送中の番組の映像情報と、前記抽出
回路で抽出した当該現在放送中の番組の日時情報とタイトル情報とを再び多重した新たな
データを生成する多重化回路とを備え、
　前記チューナで受信し、前記抽出回路で抽出して前記新たなデータとして再多重する日
時情報とタイトル情報とは、現在放送中の番組の番組情報であり、将来受信する番組の録
画予約の登録に用いる情報ではない
ことを特徴とする録画装置。
【請求項２】
　放送信号を受信する受信装置におけるデータ生成方法であって、
　現在放送中の番組の映像情報に当該現在放送中の番組の日時情報とタイトル情報とが予
め多重化されて放送局から放送される放送信号を受信して選局する受信・選局ステップと
、
　前記受信・選局ステップで前記放送信号から選局された現在放送中の番組の映像情報に
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多重化されている当該現在放送中の番組の日時情報とタイトル情報とを抽出する抽出ステ
ップと、
　前記受信・選局ステップで前記放送信号から選局された現在放送中の番組の映像情報と
、前記抽出ステップで抽出した当該現在放送中の番組の日時情報とタイトル情報とを再び
多重した新たなデータを生成する多重化ステップとを備え、
　前記受信・選局ステップで受信し、前記抽出ステップで抽出して前記新たなデータとし
て再多重する日時情報とタイトル情報とは、現在放送中の番組の番組情報であり、将来受
信する番組の録画予約の登録に用いる情報ではない
ことを特徴とするデータ生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の磁気テープに記録された内容を管理し、検索および録画予約を容易に
した磁気記録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、磁気記録再生装置（以下、ＶＴＲと記す）で映像や音声を記録した磁気テープ（
以下、単にテープと記す）を管理する手法は、記録内容などを書き込んだインデックスラ
ベルを貼り付けて管理するのが一般的であった。また、複数の番組が一本のテープに記録
されている場合に、見たい番組の頭出し再生（テープを早送りまたは巻戻して見たい番組
の冒頭部分を探し出し、再生すること）を行なうシステムの例として、ＶＩＳＳ(VHS Ind
ex Search System )などがよく知られている。これはテープに記録されている頭出し信号
数をカウントしながら、テープを巻き戻しあるいは早送りし、所望のカウント数に達した
ときにテープを再生するものである。
【０００３】
　また、ＶＴＲに挿入されたテープの内容を表示するものとして特許文献１に記載の技術
がある。これはテープをＶＴＲから取り出す時に、そのテープの記録内容を示す情報（各
番組の番号とその番組開始位置，番組終了位置，入力信号種別，記録日時，記録時間，録
画モード，コメント等）をテープ上のサブコードエリアに記録し、再生時にはこの情報を
再生して表示するものである。
【０００４】
　さらにまた、複数のテープの記録内容を、テープをＶＴＲに挿入しなくとも表示できる
ＶＴＲも製品化されている（松下（株）製；ＮＶ－ＢＸ２５）。これは、録画時にＶＴＲ
本体にテープ毎の記録内容を記憶しておき、再生時には各テープに貼り付けたバーコード
のラベルによりテープ番号を識別して、メモリからそのテープの記録内容を呼び出して表
示し、上記したＶＩＳＳにより頭出しを行なうものである。
【０００５】
　なお、録画したい番組を予約する録画予約を行なうためには、録画したい日付または曜
日，チャンネル，録画時間，録画モードなどを使用者が入力するか、Ｇコードと呼ばれる
番組固有の番組コードを入力する方法が一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６４－１３２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述したインデックスラベルに記録内容を書き込んでテープを管理する従来
手法は面倒である上、録画をやり直した場合にはインデックスラベルを書き直す必要があ
る。またＶＩＳＳなどの方法を利用して頭出しを行なう場合には、見たい番組がそのテー
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プの何番目に記録されているかを覚えておくか、もしくはインデックスラベルに書いてお
く必要があり、使い勝手が悪いという問題がある。
【０００８】
　また、前記した特開昭６４－１３２７８号公報に開示された技術では、テープ内容を表
示させるためには、ＶＴＲにテープをいちいち挿入しなければならないので、複数のテー
プの中から見たい番組を探すのに手間がかかるという問題がある。
【０００９】
　また、前記したバーコードラベルでテープを識別する手法では、バーコードを読み取る
ための機構や回路が必要となり、コストアップにつながるという問題がある。
【００１０】
　さらにまた、録画予約を行なうために、日付，時刻，その他データを使用者がいちいち
入力する操作は非常に面倒であり、入力ミスも多いという問題があった。これに対し、前
記Ｇコードを入力して録画予約を行なう方法は操作は簡単であるが、Ｇコードが使用者に
とっては意味の無いコードであるため、番組コードを付したコード表が別途必要となり、
Ｇコードが判らない場合には適用できないという問題がある。
【００１１】
　従って、本発明の解決すべき技術的課題は上記した従来技術のもつ問題点を解消するこ
とにあり、その目的とするところは、複数のテープの検索や、録画予約が容易に行なえる
ＶＴＲを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するために、本発明では、複数の磁気テープの記録内容を記憶するメ
モリ手段と、磁気テープに記録された日時，タイムコードに基づきテープ番号を識別し、
対応するテープの記録内容を上記メモリ手段から読み出し、表示する手段と、表示した記
録内容から選択的に頭出し動作、あるいは番組予約を行なう手段と、を設ける。
【００１３】
　本発明では、複数の磁気テープの記録内容をＶＴＲ自身が記憶し、表示することができ
るので、使用者は各テープの記録内容を容易に知ることができ、この表示された記憶内容
を利用して、簡便に番組の頭出しや、録画予約の操作を行なうことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、映像信号に日付，時刻，タイトル，タイムコードなどの情報信号を多
重してテープに記録するとともに、ＶＴＲ内のメモリにこれらの情報信号を記憶し、目次
表示させることができるので、使用者はテープをいちいち挿入して再生することなく、テ
ープに記録されている内容を知ることができる。
【００１５】
　また、日付や時刻、あるいはタイムコードなどの情報に基づいてテープ番号を識別する
ので、従来のようなバーコード読み取り装置などは必要がない。
【００１６】
　さらに、目次表示を見ながら番組を選択することで、番組の頭出しや録画予約の入力が
行なえるので、これらの操作を簡略化できる。
【００１７】
　総じて、テープの管理やテープ内容の検索が容易・確実で、番組の頭出しや録画予約が
極めて容易な、使い勝手の良いＶＴＲを実現でき、その価値は多大である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施例に係るＶＴＲの要部回路構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施例によるＶＴＲの全体動作の処理フローチャート図である。
【図３】図２のフローチャートにおける予備再生動作の処理の詳細を示すフローチャート
図である。
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【図４】図２のフローチャートにおける録画動作の処理の詳細を示すフローチャート図で
ある。
【図５】図１のＶＴＲにおける出力端子３１から出力される表示画面の１例を示す説明図
である。
【図６】図２のフローチャートにおける巻き戻し動作の処理の詳細を示すフローチャート
図である。
【図７】図２のフローチャートにおける早送り動作の処理の詳細を示すフローチャート図
である。
【図８】図２のフローチャートにおける再生動作の処理の詳細を示すフローチャート図で
ある。
【図９】図２のフローチャートにおける録画予約動作の処理の１例の詳細を示すフローチ
ャート。
【図１０】図２のフローチャートにおける録画予約動作の処理の他の１例の詳細を示すフ
ローチャート図である。
【図１１】図２のフローチャートにおける録画予約動作の処理の更に他の１例の詳細を示
すフローチャート図である。
【図１２】図２のフローチャートにおける録画予約動作の処理の更に他の１例の詳細を示
すフローチャート図である。
【図１３】図２のフローチャートにおける目次作成動作の処理の詳細を示すフローチャー
ト図である。
【図１４】本発明の第２実施例に係るＶＴＲの要部回路構成を示すブロック図である。
【図１５】本発明の第２実施例による録画動作の処理の詳細を示すフローチャート図であ
る。
【図１６】本発明の第２実施例による放送中の番組一覧表示動作の処理の詳細を示すフロ
ーチャート図である。
【図１７】本発明の第３実施例に係るＶＴＲの要部回路構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の各実施例を図１～図１７を用いて説明する。
【００２０】
　先ず、本発明の第１実施例を説明する。図１は本発明の第１実施例に係るＶＴＲの要部
回路構成を示すブロック図である。
【００２１】
　図１において、１１はテープ（磁気テープ）、９および１０は、テープ１１を巻取るリ
ールである。また、２９はＴＶ放送信号の入力端子、５は該入力端子２９からのＴＶ放送
信号を受信するＴＶチューナ、３０は、例えばビデオカメラや他のＶＴＲなどの外部機器
からの映像信号の入力端子、６は、チューナ５と入力端子３０からの映像信号を切替えて
出力するスイッチ回路であり、１は、チューナ５における選局およびスイッチ回路６の切
替えを制御する映像信号入力切替え制御回路である。
【００２２】
　２は日付・時刻信号発生回路、３はタイムコード信号発生回路、４は情報信号記録処理
回路で、映像信号入力切替え制御回路１からの入力信号の選択情報や、日付・時刻信号発
生回路２からの日付・時刻情報、およびタイムコード信号発生回路３からのタイムコード
信号を入力とし、これらの情報信号をあらかじめ定めた記録フォーマットに従って出力す
る。７は情報信号多重回路で、スイッチ回路６からの映像信号の垂直ブランキング期間（
垂直同期信号を含む画像の信号が存在しない期間）に、情報信号記録処理回路４からの情
報信号を多重する。
【００２３】
　８は映像信号記録・再生処理回路で、記録時には、情報信号多重回路７からの映像信号
を周波数変換して記録可能な信号に変換するとともに、再生時には、再生信号を逆周波数
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変換する。１２および１３は磁気ヘッドで、映像信号記録・再生処理回路８からの記録電
気信号を磁気信号に変換してテープ１１に記録し、また、テープ１１からの再生磁気信号
を電気信号に変換して映像信号記録・再生処理回路８に出力する。
【００２４】
　１５はスイッチ回路で、映像信号記録・再生処理回路８へ入力される記録映像信号と、
同回路８より出力される再生映像信号とを切り替えて出力する。３３は画面全体を青一色
とする信号を発生するブルーバック発生回路、３２はスイッチ回路で、スイッチ回路１５
からの出力とブルーバック回路３３からの出力とを切り替えて出力する。１９は文字信号
発生回路、１８は文字信号加算回路で、スイッチ回路３２からの映像信号に文字信号発生
回路１９からの文字信号を加算する。３１は文字信号加算回路１９からの映像信号を出力
する出力端子である。
【００２５】
　１６は映像信号有無検出回路で、スイッチ回路１５からの出力信号を入力とし、映像信
号の有無を検出する。１７は情報信号再生処理回路で、同じくスイッチ回路１５からの出
力信号を入力とし、スイッチ回路１５からの映像信号に多重されている情報信号を読み取
り出力する。
【００２６】
　２２はコントロール信号記録処理回路で、テープ１１の走行を制御するためのコントロ
ール信号を発生し、このコントロール信号のパルス幅を変化させることにより頭出し信号
などの情報を付加する。１４はコントロール信号を記録・再生するコントロールヘッドで
ある。２３はコントロール信号再生処理回路で、再生されたコントロール信号を読み取り
、頭出し信号などの付加された情報を判別する。２１はスイッチ回路で、コントロール信
号の記録時には、コントロール信号記録処理回路２２からの記録コントロール信号をコン
トロールヘッド１４へ出力し、また、コントロール信号の再生時には、コントロールヘッ
ド１４からの再生コントロール信号をコントロール信号再生処理回路２３へ出力する。
【００２７】
　２４はテープ１１が本ＶＴＲに挿入されたことを検出するテープ挿入検出回路、２５は
リール９および１０の回転数を検出するリール回転数検出回路、３７は誤消去防止モード
検出回路で、本ＶＴＲに挿入されたテープ１１が誤消去防止モードであるかどうかを、テ
ープケース（図示していない）にあるツメの切取り、あるいはスライド式のふたの開閉等
により検出する。また、２７は本ＶＴＲの使用者が本ＶＴＲの動作を操作するための操作
部、２８は本ＶＴＲの動作状態などを使用者に知らせるための表示部である。
【００２８】
　２６は全体制御を司るシステムコントロール回路で、このシステムコントロール回路２
６は本ＶＴＲの各部の動作をコントロールするとともに、現在の時刻と日付情報を発生す
る時計およびカレンダー機能を有したものとなっている。また、２０はメモリで、システ
ムコントロール回路２６の制御のもとに各種情報データを読み書きできるようになってい
る。なお、メモリ２０やシステムコントロール回路２６を含めた必要最小限の回路要素に
は、主電源の遮断時にもスリープモード用のサブ電源等により電源電流が供給されるよう
になっている。なおまた、メモリ２０は、バッテリーバックアップされたＲＡＭ，ＥＥＰ
ＲＯＭ等の不揮発性半導体メモリ手段とされることがより望ましい。
【００２９】
　なお本実施例においては、発生されるタイムコードはテープの巻頭部分でリセットされ
、テープの走行時間に対応して時・分・秒・フレーム番号を表す値をとるものとする。
【００３０】
　ここで、映像信号の垂直ブランキング期間に情報信号を多重する技術としては、例えば
業務用ＶＴＲにおけるタイムコード（ＶＩＴＣ；Vertical Interval Time Code ）や文字
放送、あるいはレーザーディスクにおけるチャプター情報など、すでに多くの技術が一般
に知られているので、ここではその詳細な説明は省略する。
【００３１】
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　次に本実施例の動作を、図２のフローチャートを用いて説明する。
【００３２】
　図２は本実施例の動作全体を示すフローチャートであり、この全体の処理の流れはシス
テムコントロール回路２６により制御される。先ず、本実施例のＶＴＲにより、全く信号
が記録されていない状態のテープ１１へ記録を行う場合の動作について説明する。
【００３３】
　ステップＳＴ１において、先ず使用者が電源の投入を指示すると、システムコントロー
ル回路２６は本ＶＴＲの電源投入を行う。本ＶＴＲの購入時には、メモリ２０にはデータ
が書き込まれていないので、使用者はステップＳＴ２において全目次表示の要求はせず、
従ってシステムコントロール回路２６はステップ３の全目次表示処理は行わず、ステップ
ＳＴ４に処理を移す。さらに、最初は本ＶＴＲにテープ１１は挿入されていないので、シ
ステムコントロール回路２６は処理をステップＳＴ５に進める。使用者によりテープ１１
が本ＶＴＲに挿入されると、テープ挿入検出回路２４がそれを検出し、それを受けてシス
テムコントロール回路２６は、予備再生（ステップＳＴ６）および情報信号の検出（ステ
ップＳＴ７）を行う。
【００３４】
　ここで、予備再生（ステップＳＴ６）について説明する。図３は、上記ステップＳＴ６
の予備再生処理の詳細を示すフローチャートであり、これは後述する図２のステップＳＴ
１０，ＳＴ３０，ＳＴ３３の予備再生処理にも共通の処理である。
【００３５】
　予備再生処理が開始されると、まずテープ再生のための走行が開始される（ステップＳ
Ｔ３０１）。なお、テープ走行のためのメカニズム部は図１には図示していない。磁気ヘ
ッド１２及び１３がテープ１１から再生した信号は、映像信号記録・再生処理回路８によ
り再生処理がなされ、情報信号再生処理回路１７により情報信号が抽出され、システムコ
ントロール回路２６へと出力される。ステップＳＴ３０２の処理において、システムコン
トロール回路２６は、情報信号再生処理回路１７からの再生された情報信号を読み取る。
またこの時、システムコントロール回路２６はスイッチ回路３２を制御し、画面全体を青
一色とするブルーバック信号を、ブルーバック発生回路３３から文字信号加算回路１８を
介して出力端子３１に出力する。したがって、予備再生処理によって再生された映像信号
は、出力端子３１には出力されない。何となれば、予備再生動作は情報信号を読み取るこ
とを目的としているので映像信号を出力する必要はなく、これにより使用者に不必要な映
像を見せ違和感を与えることがないようにしている。
【００３６】
　情報信号を読み取った結果、再生信号にタイムコードが多重されている場合には、シス
テムコントロール回路２６は、読み取ったタイムコード値をタイムコード信号発生回路３
にプリセットする（ステップＳＴ３０３，ＳＴ３０４）。再生信号にタイムコードが多重
されていない場合には、システムコントロール回路２６は、リール回転数検出回路２５の
出力情報たるリール回転数からテープ走行時間を計算し、この値をタイムコードに換算し
てタイムコード信号発生回路３にプリセットする（ステップＳＴ３０３，ＳＴ３０５）。
この際、リール回転数からの計算値がタイムコードに比べて精度が悪ければ、例えばフレ
ーム数までは計算せず、時，分，秒の値をプリセットするようにすればよい。
【００３７】
　予備再生動作をあらかじめ定められた一定期間（例えば１秒間）行なったら、システム
コントロール回路２６は自動的にテープ走行を終了する（ステップＳＴ３０６，３０７）
。
【００３８】
　以上の動作により、現在のテープ位置の情報信号を読み取ることができ、また、タイム
コード信号発生回路３がプリセットされる。例えば、挿入されたテープに既に映像信号お
よびタイムコードを含む情報信号が記録されており、このテープに続けて番組を録画する
場合には、予備再生でプリセットされたタイムコード値から連続したタイムコード値が発
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生され記録されるので、タイムコードの連続性が保たれる。また、タイムコードが記録さ
れていない部分に録画をする場合には、テープ走行時間に対応したタイムコード値が記録
されるので、例えば１本のテープ上に無記録部分をはさんで複数の番組が記録されるよう
な場合でも、タイムコードの値が重複することがない。
【００３９】
　図２のステップＳＴ７において、システムコントロール回路２６は上述したステップＳ
Ｔ６の予備再生動作の結果、情報信号が検出されたか否かを判定し、検出されていなけれ
ば処理をステップＳＴ５０に移す。ステップＳＴ５０では、映像信号有無検出回路１６が
映像信号が再生されているか否か検出し、その結果をシステムコントロール回路２６に出
力する。そして、システムコントロール回路２６は予備再生の結果、映像信号有無検出回
路１６により映像信号が検出されたか否かを判定する。ステップＳＴ５０において映像信
号が検出された場合には、処理はステップＳＴ１４に移る。ステップＳＴ５０において映
像信号が検出されない場合には、自動的にテープを巻頭へ巻き戻して予備再生（ステップ
ＳＴ１０）及び情報信号の検出（ステップＳＴ１１）を行う。ここでも情報信号が検出さ
れなければ、システムコントロール回路２６はステップＳＴ１４において、誤消去防止モ
ード検出回路３７の出力により、挿入されたテープ１１が誤消去防止モードになっている
か否かの検出を行う。
【００４０】
　無記録のテープでは情報信号および映像信号は検出されず、誤消去防止モードにもなっ
ていないので、システムコントロール回路２６は処理をステップＳＴ１８に進める。新し
いテープに初めて記録を行おうとする場合には、記録を行なう前にステップＳＴ１８にお
いて、使用者はテープ登録を指示する。これを受けシステムコントロール回路２６は処理
をステップＳＴ１９に移し、挿入されているテープ１１に対するテープ番号としてこれま
でにまだ使っていない最も小さい数字を割り当てる。ここでは本ＶＴＲの最初のテープで
あるから番号「１」が割り当てられる。テープ１１は無記録のテープであるから、使用者
はステップＳＴ２０の目次の作成処理は行なわず、処理はステップＳＴ２６に進められる
。
【００４１】
　ステップＳＴ２６からステップＳＴ３９までは、使用者の指示により選択的に行われる
処理である。使用者が操作部２７により、再生，もしくは巻き戻し，もしくは早送り，も
しくは録画予約，もしくはタイトル入力，もしくは録画の指示を行うと、それぞれステッ
プＳＴ２６，ＳＴ２８，ＳＴ３１，ＳＴ３４，ＳＴ３６，ＳＴ３８において各指示の入力
が検出され、ステップＳＴ２７，もしくはＳＴ２９とＳＴ３０，もしくはＳＴ３２とＳＴ
３３，もしくはＳＴ３５，もしくはＳＴ３７，もしくはＳＴ３９において、それぞれの処
理が行われる。
【００４２】
　本実施例では、使用者は録画する番組のタイトルを入力することができる（ＳＴ３６と
ＳＴ３７）。すなわち、使用者によりタイトル入力が操作部２７から指示された場合には
、ステップＳＴ３６によりそれが検出され、操作部２７によって入力されたタイトルが、
一旦システムコントロール回路２６内に保持される（ステップＳＴ３７）。
【００４３】
　また図２には示していないが、本実施例においては、上記番組のタイトルの入力と同様
にして、番組のジャンルを使用者が入力することもできるようにしている。この場合は、
使用者が操作部２７からジャンル入力を指示すると、システムコントロール回路２６は、
予め定めた番組のジャンルの一覧（例えばスポーツ，音楽，映画，教養，バラエティ，ド
キュメンタリーなど）を表示部２８に表示するか、もしくは、文字信号発生回路１９と文
字信号加算回路１８により出力映像信号にスーパインポーズしてジャンルの一覧をモニタ
に表示する。これにより、使用者は表示されたジャンル一覧表の中から、希望のジャンル
を操作部２７によって選択する。そして、システムコントロール回路２６は、選択された
ジャンルを番組データの一つとして保持しておくようにされる。
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【００４４】
　システムコントロール回路２６に保持された番組のタイトルやジャンルは、その番組の
録画前であれば、録画時に番組データの一部としてメモリ２０に記憶する。番組の録画後
であれば、メモリ２０に記憶されている該当する番組データに付加的に記憶する。これに
より、使用者は番組の録画前にタイトルやジャンルを入力する時間がない場合は、番組の
録画後にこれらの入力を行なえる。
【００４５】
　使用者により録画の指示が操作部２７から入力されると、ステップＳＴ３８においてシ
ステムコントロール回路２６はそれを検出し、録画処理を行う（ステップＳＴ３９）。こ
こで、この録画処理について説明する。
【００４６】
　図４は、上記ステップＳＴ３９の録画処理の詳細を示したフローチャートである。記録
処理が開始されるとシステムコントロール回路２６の処理により、図２のステップＳＴ１
９において既に割り当てられたテープ番号（ここでの説明では前記したように「１」）、
および図２のステップＳＴ３７で既に入力されたタイトル情報やジャンル情報、さらに録
画開始時の日時，曜日，タイムコード値，チャンネル等の入力信号の種類、標準あるいは
長時間などの録画モードが、メモリ２０に自動的に記憶される（ステップＳＴ４０１）。
なお、必ずしも曜日をメモリ２０に記憶しなくてもよく、日付をメモリ２０から読み出し
た後に必要に応じて日付から曜日を割り出すものとしてもよい。次に、録画のためのテー
プ走行が開始されると同時に、タイムコード信号発生回路３によるタイムコードのカウン
トが開始される。また、システムコントロール回路２６はコントロール信号記録処理回路
２２を制御し、コントロールヘッド１４により頭出し信号をテープ上に記録する（ステッ
プＳＴ４０２）。
【００４７】
　録画中は、日時，チャンネル等の入力信号の種類、およびタイムコードなどの情報信号
を多重した映像信号をテープ１１に記録する（ステップＳＴ４０３）。ステップＳＴ４０
４にて録画終了が指示された場合には、システムコントロール回路２６は、ステップＳＴ
４０５の処理によりテープ走行を停止すると同時に、タイムコードのカウント動作を停止
させる。続いて、録画終了時のタイムコード値，日時，曜日、およびこれらの数値から計
算した録画開始から終了までの時間、およびテープ残量時間をメモリ２０に記憶して（ス
テップＳＴ４０６）、録画処理を終了する。
【００４８】
　図２において、テープをＶＴＲから取り出す場合には、ステップＳＴ４０において使用
者は操作部２７からテープ１１の取り出しを指示する。この指示を受け、システムコント
ロール回路２６はステップＳＴ４１の処理により、テープ１１を取り出すとともに、テー
プ番号を表示部２８に表示するか、または、文字信号発生回路１９を制御して文字加算回
路１８によりテープ番号を映像信号出力にスーパインポーズする。これにより使用者は取
り出したテープのテープ番号を知ることができるので、テープを取り出した後、テープ番
号をテープケースに書き込んだり番号シールを貼る作業を、容易に行うことができる。
【００４９】
　その後、ステップＳＴ４２において、使用者が操作部２７から電源オフを指示すると、
システムコントロール回路２６はＶＴＲの電源を切り、すべての処理を終了する。
【００５０】
　次に、このようにして複数のテープに録画を行なった後、これを本ＶＴＲにより再生す
る場合について説明する。
【００５１】
　図２のステップＳＴ５において、使用者がテープ１１を挿入したことがテープ挿入検出
回路２４により検出されると、それを受けシステムコントロール回路２６は、前記したス
テップＳＴ６の予備再生処理を行う。その結果、ステップＳＴ７において情報信号が検出
されると、システムコントロール回路２６は、情報信号再生処理回路１７において再生さ
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れた情報信号とメモリ２０に記憶されている情報信号との比較を行い、一致するデータが
あるかどうかを検索する。すなわちメモリ２０には、本ＶＴＲで過去に録画した番組の録
画開始時の日時とタイムコード，録画終了時の日時とタイムコード，タイトル，チャンネ
ル，録画モード，テープ番号などが記憶されているので、これらと情報信号再生処理回路
１７からの出力である再生中の情報信号の日時やタイムコードの値との比較を行ない、該
当する番組データがあるかどうかを検索していく（ステップＳＴ８）。
【００５２】
　こうして該当する番組が見つかった場合には（ステップＳＴ９）、システムコントロー
ル回路２６は、その番組データのテープ番号をメモリ２０から読み出しテープ番号を識別
する（ステップＳＴ１５）。ステップＳＴ６の予備再生時にテープ１１が録画されている
部分よりも先に送られていたため、ステップＳＴ７およびＳＴ５０において情報信号およ
び映像信号が検出されなかったり、ステップＳＴ９において該当する番組が検索されなか
ったときは、ステップＳＴ１０において、磁気テープ１１は自動的に巻頭まで巻き戻され
て、再度予備再生が行われ、ステップＳＴ１２およびＳＴ１３において、ステップＳＴ８
およびＳＴ９と同様の検索が再度行われる。これにより、登録済みテープを未登録テープ
と誤認識することを防ぐことができる。
【００５３】
　また、情報信号を多重して記録することができない他のＶＴＲで記録が行なわれたテー
プを本ＶＴＲで再生した場合には、ステップＳＴ５０にて映像信号が検出され、処理は自
動的にステップＳＴ１４に移る。
【００５４】
　ステップＳＴ１５においてテープ番号が識別された後は、システムコントロール回路２
６はステップＳＴ２３の処理により、テープ番号を表示し、また、メモリ２０に記憶され
ている同一テープ番号の番組データを目次として一覧表示する。この表示方法は、表示部
２８に表示するようにしてもよいし、文字信号発生回路１９と文字信号加算回路１８によ
って映像信号出力にスーパインポーズしてもよい。
【００５５】
　目次に表示する項目としては、各番組のタイトル，ジャンル，録画開始日時，終了日時
，タイムコード値，チャンネル，録画時間，録画モード，無記録部のテープ残量時間など
があり、多くの情報を表示すればするほど使用者はその番組に関する多くの情報を得られ
る。表示できるエリアに制限がある場合は、これらの情報の中から選択的に表示を行う。
図５は目次の表示例である。図５においては、タイトル情報が使用者により入力されてい
る番組については、タイトルと録画した日付，曜日を、タイトル情報が入力されていない
番組については、録画開始の日付，曜日と時間、およびチャンネルなどの入力選択情報を
表示するようにしている。このような表示を行うようになせば、使用者はタイトルが入力
されていない番組についても、その内容を目次表示の日時，曜日，チャンネルから推察す
ることができる。
【００５６】
　目次表示が行われたら、使用者はそれを見ながら図２のステップＳＴ２４において、見
たい番組を操作部２７によって指定（頭出し番組番号を指定）することができる。システ
ムコントロール回路２６はこれを受け、ステップＳＴ２５の処理において所望の番組の頭
出し動作を実行する。
【００５７】
　次に、この頭出し動作について詳しく説明する。コントロールヘッド１４からの出力信
号は、スイッチ回路２１を介してコントロール信号再生処理２３に供給され、コントロー
ル信号に含まれる各番組の冒頭部分に書き込まれている頭出し信号がシステムコントロー
ル回路２６に出力される。システムコントロール回路２６は、この頭出し信号をカウント
しながらテープ１１を早送りあるいは巻戻しする。そしてシステムコントロール回路２６
は、予備再生した情報信号とメモリ２０内の番組データとを照合することによって、現在
のテープ再生位置が目次表示中のどの番組であるかを判別し、使用者が見たいと希望した
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番組まで頭出し信号をカウントしながら、必要に応じて磁気テープ１１を早送りあるいは
巻き戻しを行い、所望のカウント数に達したところで再生を行う。
【００５８】
　頭出し動作の別の方法として、リール回転数検出回路２５からのリール回転数からテー
プの位置を計算し、所望の位置まで早送りあるいは巻戻しを行なって頭出しする方法もあ
る。また、これらの方法と組み合わせて、テープ上に記録されているタイムコードを利用
すればより正確な頭出しが迅速に行える。
【００５９】
　頭出しが行われた後は、処理はステップＳＴ２７に移り、自動的に再生が行われる。従
って、使用者が表示された目次上で見たい番組を選択するだけで、自動的に頭出し再生が
行われる。
【００６０】
　使用者がテープ１１の巻き戻しを操作部２７により指示した場合には、システムコント
ロール回路２６はステップＳＴ２８にてその指示を検出し、ステップＳＴ２９の巻戻しの
処理を行なう。図６は、ステップＳＴ２９の巻戻し処理の詳細を示すフローチャートであ
る。ステップＳＴ６０１にてテープの巻戻し動作が開始され、ステップＳＴ６０２にて巻
戻し終了が指示されたら、ステップＳＴ６０３にてテープ巻戻し動作を停止する。図２に
おいて巻戻し動作終了後、自動的にステップＳＴ３０において、予備再生動作を行ない情
報信号を読み取る。
【００６１】
　早送りの場合も同様で、図２のステップＳＴ３１，ＳＴ３２，ＳＴ３３において早送り
動作および予備再生動作が行なわれる。図７は、ステップＳＴ３２の早送り動作処理の詳
細を示すフローチャートである。図７の処理は図６とほぼ同様であり、同図からその処理
動作は自明であるのでその説明は省略する。
【００６２】
　このように、テープ１１の巻戻し動作および早送り動作の後に、自動的に予備再生を行
ない、情報信号を再生してタイムコードや日付等を読み取ることにより、システムコント
ロール回路２６は、現在のテープ１１の再生位置や番組データを検出できるので、使用者
は巻戻しや早送りを行なった後、再生を指示しなくともこれらの情報を知ることができる
。また、その後、続けて目次表示や番組の頭出し再生を行なう場合には、予備再生を行な
う必要がないので処理時間を短縮できる。
【００６３】
　図２において、使用者がテープ１１の再生を操作部２７により指示した場合には、シス
テムコントロール回路２６はステップＳＴ２６にてその指示を検出し、ステップＳＴ２７
にて再生動作を行なう。図８は、このステップＳＴ２７の再生処理の詳細を示すフローチ
ャートである。ステップＳＴ８０１にて再生処理が開始され、使用者が操作部２７から指
示することによりステップＳＴ８０２およびＳＴ８０３の処理によって、必要に応じて再
生中の番組のタイトルや録画日時，タイムコード値，テープのアドレス情報などの情報信
号を、モニタ画面あるいは表示部２８に表示させて見ることができる。また、ステップＳ
Ｔ８０４およびＳＴ８０５の処理により、再生しながらそのテープに録画されている内容
を目次表示させることが可能である。さらに、ステップＳＴ８０６，ＳＴ８０７，ＳＴ８
０８の処理により、続けて頭出し動作を行なうことができる。
【００６４】
　図２において、操作部２７により使用者が録画の予約を指示した場合には、システムコ
ントロール回路２６はステップＳＴ３４にてその指示を検出し、処理をステップＳＴ３５
に移す。使用者は操作部２７により、録画したい番組の日時，チャンネル，録画モードな
どを入力する。この場合、Ｇコードなどの番組コードを入力するものとしてもよい。使用
者が録画予約した後は、システムコントロール回路２６は、予約した日時になると録画開
始の命令を発生し、ステップＳＴ３８にてその命令を検出し録画動作を開始する。
【００６５】
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　図９は、上記ステップＳＴ３５の録画予約動作処理の詳細を示すフローチャートである
。使用者は操作部２７によりステップＳＴ９０２において、録画したい日付あるいは曜日
，録画開始時刻，録画時間あるいは録画終了時刻，チャンネル，録画モードなどを入力す
る。勿論、これらの代わりにＧコードと呼ばれる番組コードを使用者が入力するものとし
てもよい。録画予約のためのデータが入力されたら、システムコントロール回路２６はメ
モリ２０の検索を行ない、入力された曜日，時刻，録画時間が一致する番組データを探す
（ステップＳＴ９０３）。
一致する番組データがメモリ２０内に見つかった場合には、その番組のタイトル名を読み
出して映像信号出力に重畳して表示するか、表示部２８に出力して表示する（ステップＳ
Ｔ９０５）。これにより、使用者は表示されたタイトルが録画予約したい番組のタイトル
と合っていれば、操作部２７によってステップＳＴ９０６においてその旨を指示し、その
タイトルを録画予約データとして登録する（ステップＳＴ９０９）。メモリ２０に一致す
る番組データがない場合、または表示されたタイトルが録画予約したい番組のタイトルと
違っている場合には、使用者は操作部２７からステップＳＴ９０７，ＳＴ９０８の処理に
より、番組タイトルの入力を行なうことになる。
【００６６】
　なお、ステップＳＴ９０４の処理において、一致する番組データが複数個検索された場
合には、ステップＳＴ９０５においてそれらの番組タイトルを一度に、あるいは順次に表
示し、使用者が操作部２７によって所望の番組タイトルを選択できるようにしてもよい。
【００６７】
　このように図９の処理によると、同じ曜日の同じ時刻、同じチャンネルの番組に対して
は、以前に入力した番組タイトルが自動的に表示されるので、再度これを入力する必要が
なく便利である。
【００６８】
　図１０は、前記ステップＳＴ３５の録画予約処理の他の１例の詳細を示すフローチャー
トである。図１０の処理フローでは、ステップＳＴ１００９，ＳＴ１０１０において、使
用者は入力した番組タイトルを登録するかどうかを操作部２７より入力できる。使用者が
登録を指示した場合には、システムコントロール回路２６は、登録されたことを示す情報
（例えば“０”または“１”のフラグ）を番組データに付加し、録画時にメモリ２０に記
憶する。次回からのメモリ検索処理ＳＴ１００４では、この登録された番組データについ
てのみ検索を行なう。なお、その他の処理動作は、図９と同じであるので説明は省略する
。
【００６９】
　このように図１０の処理によると、使用者は番組タイトルを登録するか否かを選択でき
る。従って、例えば毎週連続して放送される番組を録画する場合にはその番組タイトルを
登録し、１回限りの放送番組については入力した番組タイトルを登録しない、などの指定
ができるので便利である。
【００７０】
　図１１は、前記ステップＳＴ３５の録画予約処理の更に他の１例の詳細を示すフローチ
ャートである。図１１の処理フローは、過去に録画した番組の目次表示の中から番組を選
択して録画予約を行なうものである。ステップＳＴ１１０１において、使用者が操作部２
７により目次画面上での録画予約を行なうことを指示したら、システムコントロール回路
２６はステップＳＴ１１０２の処理により、現在挿入されているテープ１１に録画されて
いる番組のデータを、メモリ２０より読み出し目次表示する。使用者はこの目次表示を見
ながら、所望の番組の番号を操作部２７によって、ステップＳＴ１１０３において入力す
る。目次表示に希望の番組がない場合には、使用者はステップＳＴ１１０４，ＳＴ１１０
５，ＳＴ１１０６の処理により、他のテープに録画した番組の目次表示を使って番組番号
を指定することができる。番組が指定されたら、システムコントロール回路２６はステッ
プＳＴ１１０７において、メモリ２０から指定された番組の曜日，時刻，チャンネル，録
画時間，録画モード，番組タイトル，ジャンルを読み出し、録画予約データとする。
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【００７１】
　以上の図１１の処理により、使用者はこれまでに録画した番組データを利用して、簡単
に録画予約が行なえる。また現在ＶＴＲに挿入されているテープの番組目次を最初に表示
するので、例えば一本のテープに毎週放送される番組を連続録画する場合に、予約の手続
きがより簡単になり便利である。
【００７２】
　図１２は、前記ステップＳＴ３５の録画予約処理の更に他の１例の詳細を示すフローチ
ャートである。図１２の処理フローは、録画予約を目次画面上で行なうものである。ステ
ップＳＴ１２０１で、使用者が操作部２７により録画予約を目次画面上で行なう旨を指示
したら、ステップＳＴ１２０２において、システムコントロール回路２６はメモリ２０の
データを検索し、曜日，時刻，タイトルが一致する番組データを探し、過去の録画回数（
あるいは予約録画回数でもよい）の多い番組の番組データを、一覧表示する。一度に表示
できない場合は、分割して表示してもよい。そして、次にステップＳＴ１２０３において
、使用者は操作部２７によって表示内容の中から希望の番組を選択し、これによりステッ
プＳＴ１２０４において、システムコントロール回路２６は、指定された番組の曜日，時
刻，チャンネル，録画時間，録画モード，番組タイトル，ジャンルを読み出し、録画予約
データとする。
【００７３】
　このように図１２の処理によると、使用者は過去に録画（あるいは予約録画）したこと
がある番組については予約データを入力する必要がない上、録画頻度が高い番組が優先的
に目次表示されるので、予約録画の手続きが至って簡単になり便利である。
【００７４】
　以上、テープ別あるいは録画頻度による番組を目次表示して、予約番組を選択する例に
ついて説明したが、その他、曜日別，チャンネル別，番組ジャンル別，あるいは録画日の
近い順に、過去録画した番組データを目次表示して予約番組を選択することも考えられ、
これらは本実施例において、図１のシステムコントロール２６による処理を変更すること
で、容易に実現できることは当業者には自明である。
【００７５】
　また、本ＶＴＲで複数のテープ１１に録画をし終わった状態において、図２のステップ
ＳＴ２で、使用者が操作部２７によって全目次表示を指示すると、システムコントロール
回路２６は、ステップＳＴ３の処理によりメモリ２０より番組データを読み出し、録画さ
れている番組の目次をテープ別に表示する。したがって、使用者は複数本のテープを１本
づつ、本ＶＴＲに挿入して再生しなくても、各テープに録画されている番組の内容を知る
ことができる。
【００７６】
　なお、使用者がステップＳＴ４２において電源を切った場合には、最後に再生した最新
の情報信号を、システムコントロール回路２６またはメモリ２０に保持する。こうするこ
とにより、使用者がテープ１１を本ＶＴＲに挿入したまま電源を切り、再びステップＳＴ
１にて電源を入れた場合には、最後の情報信号は保持されているので、電源再投入後、予
備再生およびテープ番号の識別を改めて行なう必要がない。この場合には電源再投入後、
システムコントロール回路２６は、テープ挿入検出回路２４からの出力によりステップＳ
Ｔ４にてテープが挿入されていることを検出し、処理をステップＳＴ１６に移すので、予
備再生およびテープ識別処理を省くことができ、処理を簡略化できる。
【００７７】
　次に本ＶＴＲと同一機能を持つ他のＶＴＲで録画されたテープを、本ＶＴＲで再生する
場合について説明する。
【００７８】
　この場合には、テープ１１上に情報信号は記録されているが、メモリ２０には該当する
番組データが記憶されていないので、まず使用者は目次データの作成を行なう。
【００７９】
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　テープ１１の挿入後の予備再生ステップＳＴ６およびＳＴ１０では、記録されている情
報信号は再生されるがメモリ２０には該当するデータは記憶されていないので、ステップ
ＳＴ９およびＳＴ１３では一致データは検出されず、処理はステップＳＴ１８に移る。こ
こで、使用者によりテープ登録を行なうことが操作部２７によって指示されると、システ
ムコントロール回路２６はステップＳＴ１９にて新しいテープ番号を割り当てる。次にス
テップＳＴ２０において使用者が操作部２７より目次作成を指示すると、システムコント
ロール回路２６はステップＳＴ２１にて目次作成処理を行なう。
【００８０】
　図１３は、上記ステップＳＴ２１の目次作成処理の詳細を示すフローチャートである。
この図１３の処理フローについて説明する。システムコントロール回路２６は、まずステ
ップＳＴ１３０１にてテープ１１を巻頭まで巻き戻す。続いて、ステップＳＴ１３０２に
て番組の通し番号を表す変数Ｎを１に初期化した後、ステップＳＴ１３０３にてテープの
再生をスタートする。ステップＳＴ１３０４は番組の冒頭部分を検出する処理である。具
体的には録画時にコントロールヘッド１４により記録されたコントロール信号を、同ヘッ
ド１４およびコントロール信号再生処理回路２３により再生し、コントロール信号に付加
された頭出し信号を検出する。なお、この頭出し信号の検出の代りに、情報信号の日時が
不連続である個所を検出するようにしてもよい。システムコントロール回路２６は、番組
のこの冒頭部分を検出したら、ステップＳＴ１３０５においてテープ番号と番組冒頭部分
の情報信号をメモリ２０に記憶する。この際、タイムコードが記録されていない場合には
、リール回転から計算したテープ走行時間をメモリ２０に記憶する。
【００８１】
　使用者は再生された映像信号を見ながら、番組タイトル（あるいはジャンル、あるいは
それら両方でもよい。以下、同様。）を入力したい場合には、ステップＳＴ１３０６にて
その旨を操作部２７から指示する。そして、システムコントロール回路２６は、ステップ
ＳＴ１３０７にて、使用者が操作部２７から入力したタイトル情報をメモリ２０に記憶す
る。使用者がタイトルを入力しない場合はこの処理は省略される。システムコントロール
回路２６は、次にステップＳＴ１３０８にて番組番号Ｎをインクリメントし、ステップＳ
Ｔ１３０９にて次の番組の頭出しを開始する。この間、ステップＳＴ１３１０にてテープ
エンドが検出されなければ、ステップＳＴ１３０４に戻って上述の動作を繰返し、録画さ
れている各番組について順次、データをメモリ２０に記憶していく。
【００８２】
　以上の動作により、テープに記録されている番組のデータが順次メモリ２０に記憶され
る。また、タイムコードが記録されていないテープに対しても目次を作成することができ
る。また、ステップＳＴ１３０５の処理において、（Ｎ＋１）番目の番組の冒頭部分の検
出時にＮ番目の番組の記録終了時の情報や記録時間を計算してメモリ２０に記憶するよう
して、目次表示時にこれらの情報を表示できるようにしてもよい。なお、タイトルの入力
は図２のステップＳＴ３６とＳＴ３７により別途行なうことも可能であるので、ステップ
ＳＴ１３０６とＳＴ１３０７の処理は省いてもよい。
【００８３】
　図１４は、本発明の第２実施例に係るＶＴＲの要部回路構成を示すブロック図である。
同図において、３４は入力信号に情報信号が多重されているか否かを検出する情報信号有
無検出回路、３５は情報信号有無検出回路３４の出力結果に従って、情報信号記録処理回
路４からの情報信号を情報信号多重回路７へ出力するか否かを制御するスイッチ回路、３
６はタイトル信号発生回路である。その他の構成要素は図１の実施例と同じであり、同一
の部分には同一の符号を付しているので、その説明は省略する。
【００８４】
　図１の実施例では、日付や時刻、番組のタイトルなどの情報信号を、本ＶＴＲ内部で発
生するか使用者が入力して映像信号に多重するものとしたが、映像信号の供給側の装置の
処理（例えば放送局の処理や他のＶＴＲなどの映像信号発生源の処理）により、あらかじ
め情報信号が多重された映像信号が本ＶＴＲに入力される場合が考えられる。以下の説明
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では、ＶＴＲに入力される映像信号には、日付，時刻，番組タイトルなどの情報信号があ
らかじめ多重されているものと、多重されていないものがある場合について説明する。
【００８５】
　図１４の実施例は、情報信号が多重されていない映像信号入力に対しては本ＶＴＲ内で
の情報信号の多重を行ない、情報信号があらかじめ多重された映像信号入力に対しては本
ＶＴＲ内での情報信号の多重を行なわず、記録を行なうものである。
【００８６】
　図１５は本第２実施例における録画処理の動作を示すフローチャートである。システム
コントロール回路２６は、ステップＳＴ１５０２において情報信号有無検出回路３４から
の出力により、入力された映像信号に情報信号が多重されているか否かを検出し、多重さ
れている場合には、スイッチ回路３５を制御して情報信号多重回路７において入力信号の
種類やチャンネル，日付，時刻，タイトルなどの情報信号の多重を行なわないようにする
（ステップＳＴ１５０３）。但し、タイムコード信号は、垂直ブランキング期間内の既に
情報信号が多重されているのとは別の位置（例えば数走査線分離れた位置）へ多重する。
逆に情報信号が検出されない場合には、ステップＳＴ１５０５において、入力信号の種類
やチャンネル，日付，時刻あるいは使用者が入力したタイトル信号など、本ＶＴＲ内で発
生した情報信号を映像信号に多重する。スイッチ回路１５は録画する信号を出力するごと
く制御され（図１４中、上側の端子を選択）、情報信号再生処理回路１７により読み取っ
た情報信号，タイムコード値やテープのアドレス情報，および録画モードなどをメモリ２
０に記憶し、番組データを作成する（ステップＳＴ１５０４，ＳＴ１５０６，ＳＴ１５０
９）。
【００８７】
　本第２実施例による図１５の処理によれば、放送局などの処理によりあらかじめ番組の
情報が多重されている場合には、これを番組データとしてメモリ２０に自動的に記憶する
。よってこの場合には、使用者はタイトルなどを入力する必要はなく、目次作成の手続き
が簡略化でき便利である。従って、使用者は番組情報が多重されていない場合にのみ、必
要に応じてこれらを入力すればよいことになる。
【００８８】
　図１６は、本第２実施例のＶＴＲにより放送中の番組の番組データを目次表示する処理
のフローチャートである。ステップＳＴ１６０１にて使用者の処理実行指示を検出したら
、システムコントロール回路２６は、ＴＶチューナ５のチャンネルを順次切り替えながら
、情報信号再生処理回路１７により各チャンネルの映像信号に多重されている情報信号を
読み取り、メモリ２０に記憶していくと共に、この内容を映像信号にスーパインポーズし
て表示するか、表示部２８に表示する（ステップＳＴ１６０３，ＳＴ１６０４，ＳＴ１６
０５）。使用者が各チャンネルで放送している放送内容を調べたい場合、従来は使用者が
チャンネルを自分で切り換えながら放送内容を見て判断していたため面倒であったし、例
えば、たまたまチャンネル切り換え時にＣＭ放送中の場合には番組の内容が判らなかった
が、図１６の処理によれば、自動的にチャンネルを順次サーチして、放送局により映像信
号に多重された情報信号から、その番組内容を文字で一覧表示できる。
【００８９】
　なお、図１４の本第２実施例のその他の部分の回路動作やその動作処理の詳細は、第１
実施例で説明した図１～図１３と同じであり、本実施例においても先と同様の効果を奏す
るので、重複を避けるためその説明は省略する。
【００９０】
　図１７は、本発明の第３実施例に係るＶＴＲの要部回路構成を示すブロック図である。
図１４の第２実施例では、入力信号に情報信号が多重されているか否かを検出し、ＶＴＲ
内での情報信号の多重を制御するものとしたが、図１７の本第３実施例は、多重されてい
る情報信号を読み取り、テープへの記録時に読み取ったデータを再度多重し直すことを可
能にしたものである。
【００９１】
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　図１７において、スイッチ回路１５の上側の端子には、情報信号多重回路７への入力信
号が接続されており、情報信号再生処理回路１７は、本ＶＴＲに入力される映像信号に既
に多重されている情報信号を読み取る。テープ１１への記録を行なう場合には、情報信号
再生処理回路１７が読み取った日付，時刻、および番組タイトルのデータを、日付・時刻
信号発生回路２、およびタイトル信号発生回路３６にそれぞれロードし、これにタイムコ
ードを加えて映像信号に多重する。すなわち、日付と時刻、番組タイトルはあらかじめ入
力信号に多重されていた情報と同じ情報が多重されることになる。この際、入力信号から
読み取った情報信号を一旦保持しておいて、次の垂直ブランキング期間に多重するように
すれば、情報信号を多重する走査線の位置を変えることなくテープ１１に記録することが
できる。
【００９２】
　本第３実施例によれば、録画する際に情報信号を新たに記録し直すので、情報信号の波
形劣化による誤動作を防ぐことができる。またその際に、日時やタイトル情報はそのまま
記録されるが、タイムコードは録画テープの位置情報と対応した値が記録されるので、例
えば、情報信号の多重機能を持つビデオカメラ一体型ＶＴＲで録画した映像を本ＶＴＲに
より編集しながら録画する場合など、録画日時やタイトルは変更されないが、タイムコー
ドによるテープの管理は行なえる
【符号の説明】
【００９３】
２　日付・時刻信号発生回路
３　タイムコード信号発生回路
４　情報信号記録処理回路
７　情報信号多重回路
８　映像信号記録・再生処理回路
１１　磁気テープ
１２，１３　磁気ヘッド
１７　情報信号再生処理回路
１８　文字信号加算回路
１９　文字信号発生回路
２０　メモリ
２６　システムコントロール回路
３４　情報信号有無検出回路
３６　タイトル信号発生回路
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