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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の情報源からの情報を記録する情報記録／再生装置において、
　前記複数の情報源からの複数の情報を記録する第１の記録手段と、
　所望の情報を指示する指示手段と、
　前記指示手段で指示された情報を前記第１の記録手段から読み出す読出制御手段と、
　前記読出制御手段から読み出された情報を記録する第２の記録手段とを有し、
　前記第２の記録手段は、前記所望の情報の途中から記録する場合、前記第１の記録手段
に記録される情報のうち前記所望の情報を、前記第１の記録手段に対する記録と同時に記
録し、前記所望の情報の記録が終了した後、前記所望の情報の未記録部分を前記第１の記
録手段から記録することを特徴とする情報記録／再生装置。
を有することを特徴とする情報記録／再生装置。
【請求項２】
読出制御手段から読み出された情報を再生する再生手段と有すことを特徴とする請求項１
記載の情報記録／再生装置。
【請求項３】
前記複数の情報を圧縮して、前記第１の記録手段に供給する圧縮手段を有することを特徴
とする請求項２記載の情報記録／再生装置。
【請求項４】
前記再生手段からの情報を復元する復元手段を有することを特徴とする請求項３記載の情
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報記録／再生装置。
【請求項５】
前記第１の記録手段に記録すべき前記複数の情報及び時間を設定する記録情報設定手段を
有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項記載の情報記録／再生装置。
【請求項６】
前記第１の記録手段に記録された複数の情報の開始時間及び終了時間に基づいて第１のタ
イムテーブルを作成する第１のタイムテーブル作成手段を有することを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか一項記載の情報記録／再生装置。
【請求項７】
前記複数の情報源から予め供給される送信計画情報に含まれる情報の開始時間及び終了時
間に基づいて第２のタイムテーブルを作成する第２のタイムテーブル作成手段を有するこ
とを特徴とする請求項６記載の情報記録／再生装置。
【請求項８】
前記第１又は第２のタイムテーブル作成手段で作成された前記第１又は第２のタイムテー
ブルに含まれる情報が指定されることで、前記所望の情報を設定する読出情報設定手段を
有することを特徴とする請求項７記載の情報記録／再生装置。
【請求項９】
前記第１の記録手段は、視聴者毎に設けられることを特徴とする請求項１乃至８のいずれ
か一項記載の情報記録／再生装置。
【請求項１０】
前記第１の記録手段は、複数の視聴者で共有されることを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか一項記載の情報記録／再生装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は情報記録／再生装置に係り、特に、多数の情報源から供給される情報の記録／再
生を行う情報記録／再生装置に関する。
近年、ＴＶ放送は、衛星放送、地上放送、ケーブルテレビ、インターネットなど様々な情
報源から様々な番組が送信されている。しかし、１人の視聴者が視聴できる番組は１チャ
ンネルに限られる。このため、視聴したい番組が同時刻に放送されると、視聴者はいずれ
か一つの番組しか視聴することはできない。そこで、１人の視聴者が同一放送時間の複数
の番組を視聴できるシステムが望まれている。
また、映像のディジタル化が盛んに行われており、放送番組や録画装置でも映像がディジ
タル化されている。映像のディジタル化にともなって、コピーなどによる映像の劣化が少
なくなっている。そこで、著作権の保護が問題化している。このため、確実に課金が行え
るシステムが望まれている。
背景の技術
アナログアンテナから取り込んだテレビ番組をディジタルに変換した後、ＭＰＥＧ２など
の動画圧縮方式により圧縮してハードディスクに記録することにより録画を行う録画装置
が開発されている。
図１は従来の一例のシステム構成図を示す。
従来の放送システム１は、複数の放送局２－１～２－ｎ、アンテナ３、ビデオディスクレ
コーダ４、モニタ５から構成される。
放送局２－１～２－ｎは、それぞれ時系列で番組を送出する。アンテナ３は、放送局２－
１～２－ｎからの放送波を受信する。ビデオディスクレコーダ４は、アンテナ３で受信し
た放送波から所望の放送局からの映像及び音声信号を選局してディスクに記録する。また
、ビデオディスクレコーダ４は、ディスクに記録された映像及び音声信号を再生する。
モニタ５は、ビデオディスクレコーダ４で選局された放送局からの映像及び音声信号を表
示及び出力するとともに、ビデオディスクレコーダ４でディスクから再生された映像及び
音声信号を表示及び出力する。
次に、ビデオディスクレコーダ４について詳細に説明する。
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図２は従来の一例のビデオディスクレコーダのブロック構成図を示す。
従来のビデオディスクレコーダ４は、ディジタルチューナ１１、多重化分離回路１２、バ
ッファ１３、１４、バススイッチ１５、ハードディスクドライブ１６、復元回路１７、Ｄ
／Ａ変換回路１８、データ放送情報抽出回路１９、制御回路２０、番組テーブル２１、予
約テーブル２２、操作部２３から構成される。
ディジタルチューナ１１は、アンテナ３に接続され、放送局２－１～２－ｎから所望の放
送局からの信号を選局する。ディジタルチューナ１１で選局された信号は、多重分離回路
１２に供給される。
多重分離回路１２は、選局された信号に多重化されたデータからチャンネルデータを分離
する。分離されたチャンネルデータは、バッファ１３に供給される。バッファ１３は、チ
ャンネルデータを一時的に記憶する。バッファ１３に記憶されたチャネルデータは、バス
スイッチ１５に供給される。
バススイッチ１５は、チャネルデータをハードディスクドライブ１６に供給するとともに
、バッファ１３に記憶されたチャネルデータ又はハードディスクドライブ１６から読み取
られたチャネルデータをいずれかを選択的に出力する。バススイッチ１５の出力チャネル
データは、バッファ１４に供給される。バッファ１４は、バススイッチ１５からのチャネ
ルデータを一時的に記憶する。
バッファ１４に記憶されたチャネルデータは、復元回路１７に供給される。復元回路１７
は、放送局２－１～２－ｎ側でＭＰＥＧ２などの圧縮方式で圧縮されたデータを元の映像
データに復元する。復元回路１７で復元された映像データはＤ／Ａ変換回路１８に供給さ
れる。Ｄ／Ａ変換回路１８で変換されたアナログ映像信号は、モニタ５に供給される。
また、データ放送情報抽出回路１９は、多重分離回路１２からのデータからデータ放送情
報を抽出する。データ放送情報は、制御回路２０に供給される。制御回路２０は、操作部
２３からの操作に応じてディジタルチューナ１１を制御する。また、制御回路２０は、デ
ータ放送情報を番組テーブル２１に格納する。さらに、制御回路２０は、操作部２３から
の操作に応じて予約テーブル２２を作成する。
制御回路２０は、操作部２３の操作及び予約テーブル２２からの予約データに基づいてハ
ードディスクドライブ１６を制御して、ハードディスクドライブ１６にチャネルデータを
記録するとともに、ハードディスクドライブ１６からチャネルデータを読み出す制御を行
う。
なお、上記の放送システム１は、ディジタル放送システムに適用した例であり、アナログ
放送に適用したものも存在する。
図３は従来の一例のアナログ方式のビデオディスクレコーダのブロック図を示す。同図中
、図２と同一構成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
アナログ方式のビデオディスクレコーダ２４は、アナログ放送波を受信し、記録可能とさ
れている。図３においてアナログチューナ２５は、アンテナ４から信号から所望の放送局
の信号を選局する。アナログチューナ２５で選局された放送局からの信号は、Ａ／Ｄ変換
回路２６に供給される。
Ａ／Ｄ変換回路２６は、アナログチューナ２５からの信号をディジタルデータに変換する
。Ａ／Ｄ変換回路２６で変換されたディジタルデータは圧縮回路２７に供給される。
圧縮回路２７は、ＭＰＥＧ２などの圧縮方式を用いてディジタルデータを圧縮する。圧縮
回路２７で圧縮されたディジタルデータは、バッファ１３に供給される。
また、アナログ方式の場合、放送局からの信号には番組情報は重畳されていないので、電
話回線２８を介して放送局２９などのアクセスすることにより放送局の番組テーブル３０
を設定する。
ここで、従来のビデオディスクレコーダ４、２４の記録動作について説明する。
まず、１次録画動作について説明する。
図４は従来のビデオディスクレコーダの１次録画動作のフローチャートを示す。
まず、ステップＳ１－１で、視聴者により１次録画時間が指定される。ステップＳ１－１
で指定された１次録画時間になると、ステップＳ１－２で１次録画が開始される。
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ステップＳ１－２で１次録画が開始されると、ステップＳ１－３で、現在視聴しているチ
ャンネルの番組を指定時間、常に録画し、更新する。ステップＳ１－３で１次録画動作が
開始されると、ステップＳ１－４で、視聴者により時差再生が指定されたか否かが判断さ
れる。
ステップＳ１－４で、時差再生が指示されると、ステップＳ１－５で１次再生を開始され
る。ステップＳ１－５で１次再生が開始されると、ステップＳ１－６で時差分だけ時間を
戻って再生が行われ、いわゆる、タイムシフトされた再生が行われる。
ステップＳ１－６で、タイムシフトによる再生が行われている間、ステップＳ１－７で視
聴者により１次再生終了が指示されたか否かが判断される。ステップＳ１－７で視聴者に
より１次再生の終了が指示されなければ、ステップＳ１－６に戻ってタイムシフトによる
再生が行われる。
ステップＳ１－７で、視聴者により１次再生終了の指示が行われると、次にステップＳ１
－８で、視聴者により１次録画を終了する指示が行われたか否かが判断される。
ステップＳ１－８で、視聴者により１次録画の終了が指示されなければ、ステップＳ１－
３に戻って、１次録画が継続される。また、ステップＳ１－８で、視聴者により１次録画
の終了が指示される処理を終了する。
次に、２次録画の動作について説明する。
図５は従来の一例の２次録画動作のフローチャートを示す。
まず、ステップＳ２－１で、視聴者が番組テーブルを参照して、記録する番組を指定する
ことにより予約テーブルに記録する番組が設定される。現在時刻がステップＳ２－１で、
予約テーブルに録画する番組が設定された時刻になると、ステップＳ２－２で２次録画が
開始される。
ステップＳ２－２で２次録画が開始されると、ステップＳ２－３で指定された番組がハー
ドディスクドライブに２次録画情報として、あるいは別途設けられた２次録画装置に２次
録画される。ステップＳ２－３で、２次録画が開始されると、ステップＳ２－４で、周期
的に２次録画が終了したか否かが判断される。
ステップＳ２－４で、２次録画が終了していなければ、ステップＳ２－３に戻って２次録
画を継続し、２次録画が終了すれば、処理を終了する。
また、従来の情報記録／再生装置には、タイムシフトでのコピープロテクトの機能はなか
った。このため、映像記録のディジタル化され、画質の劣化がなくなると、画質の劣化な
くコピーが行えるようになり、著作権保護が徹底されなくなる。
しかるに、従来の映像記録／再生装置における１次記録／再生は、時間を逆上って、番組
を視聴するいわゆるタイムシフトが目的であった。タイムシフトは、情報を一時的に記録
するものであり、一定期間経過すると、１次記録された情報は削除されてしまう。また、
予約した番組以外の番組を逆上って見ることはできなかった。このように、１次記憶／再
生を効率よく行うことはできなかった。
また、従来の映像記録／再生装置は、ディジタル記録が行われている。このディジタル記
録によって、コピーによる画質劣化がなくなっている。従って、放送局や映画配給会社か
らの映像コンテンツの著作権保護が重要な課題になっている。しかしながら、従来の映像
記録／再生装置では、暗号化された情報を記憶し、視聴時には復号化して再生を行う訳で
あるが、復号鍵を提供された映像コンテンツとともに記録媒体に記録してしまえば後に、
他再生装置でも再生可能であった。
本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、１次記録／再生を効率よく行える情報記録／
再生装置を提供することを目的とする。
また、本発明の他の目的は確実に課金を行うことができる情報記録再生／装置を提供する
ことを目的とする。
発明の開示
本発明は、複数の情報源からの情報を記録する情報記録／再生装置において、複数の情報
源からの複数の情報を記録する第１の記録手段と、所望の情報を指示する指示手段と、指
示手段で指示された情報を第１の記録手段から読み出す読出制御手段とを設ける。本発明
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によれば、複数の情報源からの情報を第１の記録手段に記録しておくことにより、同時に
放送された情報を指示手段により指示することにより、選択的に視聴することができる。
また、本発明は、読出制御手段から読み出された情報を再生する再生手段と設ける。本発
明によれば、再生手段により第１の記憶手段に記録された情報を再生し、視聴できる。
さらに、本発明は読出制御手段から読み出された情報を記録する第２の記録手段を設ける
。本発明によれば、第２の記録手段により第１の記録手段に記録された情報から必要な情
報を記録できる。
本発明は、複数の情報を圧縮する圧縮手段を設け、情報を圧縮して第１の記録手段に記録
するようにする。本発明によれば、情報を圧縮手段により圧縮して、第１の記録手段に記
録することにより第１の記録手段に多くの情報を記録できる。
本発明は、読出制御手段からの情報を復元する復元手段を設ける。本発明によれば、復元
手段を設けることにより、圧縮された情報を記録／再生可能となる。本発明は、記録すべ
き複数の情報及び時間を設定する記録情報設定手段を設ける。本発明によれば、記録情報
設定手段により第１の記録手段に記録すべき情報及び時間を自由に設定できる。
本発明は、第１の記録手段に記録された複数の情報に基づいて第１のタイムテーブルを作
成する第１のタイムテーブル作成手段を設ける。本発明によれば、第１のタイムテーブル
を参照することにより第１の記録手段に記録された情報を容易に認識できる。
本発明は、複数の情報源から予め供給される送信計画情報に基づいて予め第２のタイムテ
ーブルを作成する第２のタイムテーブル作成手段を設ける。本発明によれば、第２のタイ
ムテーブルを参照することにより第１の記録手段に記録すべき情報を予め認識設定できる
。
本発明は、第１又は第２のタイムテーブルに基づいて前記所望の情報を設定する読出情報
設定手段を設ける。本発明によれば、第１又は第２のタイムテーブルを参照することによ
り容易に記録又は視聴したい情報を設定できる。
本発明は、第２の記録手段に、第１の記録手段に記録される情報のうち所望の情報を同時
に記録するようにする。本発明によれば、第１及び第２の記録手段に情報を同時に記録す
ることにより第１の記録手段から第２の記録手段に記録する情報を少なくできる。
本発明は、第２の記録手段に、所望の情報の途中から記録する場合、第１の記録手段に記
録される情報のうち所望の情報を同時に記録し、所望の情報の記録が終了した後、所望の
情報の未記録部分を第１の記録手段から記録するようにしてなる。本発明によれば、所望
の情報を第１の記録手段に記録している途中で、第２の記録手段に同時に情報を記録した
場合、所望の情報のうち第２の記録手段の未記録部分の情報を第１の記録手段から第２の
記録手段に記録することにより、第２の記録手段の記録時間を短縮できる。
本発明は、第１の記録手段を、モニタ毎に設けてなる。本発明によれば、第１の記録手段
を各視聴者の自由に使用できる。
本発明は、第１の記録手段を、複数のモニタで共有してなる。本発明によれば、第１の記
録手段を複数のモニタで共有することにより効率的な運用が可能となる。
本発明は、情報を記録／再生する情報記録／再生装置において、暗号化された情報を記録
／再生する記録／再生手段と、記録／再生手段で再生された情報を復号化する復号化手段
と、課金状態に応じて前記復号化手段による復号化を禁止する課金制御手段とを有するこ
とを特徴とする。本発明によれば、暗号化したまま情報を記録／再生手段に記録すること
により課金を確実に行うことができる。
本発明は、外部から供給された情報を暗号化する暗号化手段を設ける。本発明によれば、
暗号化しないで供給された情報に対しても確実に課金を行いえる。
本発明は、課金制御手段を、課金の状態を判断する課金判断手段と、暗号化鍵を生成し、
前記復号化手段に供給する暗号化鍵生成手段と、課金判断手段で課金されたと判断された
ときに、復号化手段による復号化を許可する復号化許可手段とから構成する。本発明によ
れば、課金の状態に応じて復号化手段を制御することにより課金の状態に応じて情報の視
聴を制御できる。
本発明は、情報が予め暗号化されていることを特徴とする。本発明によれば、暗号化が装
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置側での暗号化が不要となる。
本発明は、記録／再生手段を、情報の記録と再生とを同時に行える構成としてなる。本発
明によれば、記録しつつ再生が行え、自由な形態での視聴が可能となる。
発明を実施するための最良の形態
図６は本発明の第１実施例のシステム構成図を示す。同図中、図１と同一構成部分には同
一符号を付し、その説明は省略する。
本実施例の放送受信システム１００では、放送局２－１～２－ｎは、ディジタル映像デー
タを送出する。放送局２－１～２－ｎから送出されるディジタル映像データは、ＭＰＥＧ
２に基づいて圧縮されている。
視聴者宅にビデオレコーダ１０１が配置される。ビデオレコーダ１０１は、アンテナ、ケ
ーブルなどに接続され、アンテナ、ケーブルなどを通して放送局２－１～２－ｎから供給
される映像データを記録する。
ビデオレコーダ１０１は、記録再生制御部１０２、１次記録部１０３、２次記録部１０４
から構成される。記録再生制御部１０２は、放送局２－１～２－ｎからの映像データの記
録再生を制御する。１次記録部１０３は、映像データを１次記録する。１次記録は、記録
された映像データを１次的に記録するものであり、例えば、ハードディスクドライブなど
から構成される。
２次記録部１０４は、放送局２－１～２－ｎからの映像データ又は１次記録部１０３に記
憶された映像データを２次記録する。２次記録は、記録された映像データを保存するもの
であり、例えば、ＶＴＲ、光磁気ディスクドライブ、ＤＶＤ－ＲＡＭなどから構成される
。なお、映像は、複数の映像データを一塊としたＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ）と言う形式で供給される。
次に、ビデオレコーダ１０１について詳細に説明する。
図７は本発明の第１実施例のビデオレコーダのブロック構成図を示す。同図中、図３と同
一構成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
本実施例のビデオレコーダ１０１は、ｎ個のアナログチューナ２５－１～２５－ｎ、ｎ個
のＡ／Ｄ変換回路２６－１～２６－ｎ、ｎ個の圧縮回路２７－１～１７－ｎ、ｎ個のバッ
ファ１３－１～１３－ｎ、番組情報取得部１０２、２次記録部１０３、制御部１０４を有
する。
アナログチューナ２５－１は放送局２－１を選局する。アナログチューナ２５－２は放送
局２－２を選局する。同様にして、アナログチューナ２５－ｎは放送局２－ｎを選局する
。アナログチューナ２５－１～２５－ｎで選局された信号は、Ａ／Ｄ変換回路２６－１～
２６－ｎに供給される。
Ａ／Ｄ変換回路２６－１～２６－ｎは、供給されたアナログ信号をディジタルデータに変
換する。Ａ／Ｄ変換回路２６－１～２６－ｎで変換されたディジタルデータは、圧縮回路
２７－１に供給される。圧縮回路２７－１は、変換されたディジタルデータを圧縮する。
圧縮回路２７－１での圧縮方法としては、例えばＭＰＥＧ２などの方式がある。ただし、
圧縮方法は、この方式に限定されることはない。
圧縮回路２７－１～２７－ｎで圧縮されたディジタルデータは、バッファ１３－１～１３
－ｎに供給される。バッファ１３－１～１３－ｎは、圧縮回路２７－１～２７－ｎからの
ディジタルデータを一次的に記憶する。バッファ１３－１～１３－ｎに保持されたディジ
タルデータはバススイッチ１０１に供給される。
バススイッチ１０１は、制御回路１０４により１次記録部１６、２次記録部１０３、バッ
ファ１４へのディジタルデータの供給を制御する。１次記録部１６は、バッファ１３－１
～１３－ｎからのディジタルデータを記録する。２次記録部１０３は、１次記録部１６に
記録された複数の番組のうち視聴者によって指示された所望の番組を記録する。
２次記録部１０３は、バッファ１３－１～１３－ｎ又は１次記録部１６からのディジタル
データを選択的に記録する。番組情報取得部１０２は、アナログチューナ１０５、Ａ／Ｄ
変換回路１０６、データ放送情報抽出部１０７から構成される。
アナログチューナ１０５は、データ放送情報が含まれる信号を選局する。アナログチュー
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ナ１０５で選局された信号は、Ａ／Ｄ変換回路１０６に供給される。Ａ／Ｄ変換回路１０
６は、供給された信号をディジタルデータに変換する。Ａ／Ｄ変換回路１０６で変換され
たディジタルデータは、データ放送情報抽出部１０７に供給される。
データ放送情報抽出部１０７は、ディジタルデータからデータ放送情報を抽出する。デー
タ放送情報は、制御回路１０４に供給される。制御回路１０４は、データ放送情報から番
組テーブル２１を作成する。
次に、制御回路１０４による１次記録動作について詳細に説明する。なお、１次記録では
、予め設定された放送局からの情報を予め設定された記録時間分、繰り返し記録する。
図８は本発明の第１実施例の１次記録の処理フローチャートを示す。
ステップＳ３－１は、視聴者による記録範囲の指定の有無を判定する。指定される記録範
囲は、１次記録時間及び放送局である。
ステップＳ３－１で視聴者により記録範囲の指定があったときには、ステップＳ３－２で
視聴者により指定された１次記録時間及び放送局を制御回路１０４内に設定する。
次に、ステップＳ３－３で、１次記録部１６に１次記録された情報及び番組テーブル２２
に記憶された内容が削除される。
ステップＳ３－３で１次記録部１６に１次記録された情報及び番組テーブル２２に記憶さ
れた内容が削除されると、ステップＳ３－４で１次記録部１６に１次記録の開始指示され
る。ステップＳ３－４で１次記録開始が指示されると、ステップＳ３－５で、ステップＳ
３－２において指定された放送局からの情報を記録する。ステップＳ３－５で情報の記録
が開始されると、ステップＳ３－６で記録されている番組の番組関連情報を取り込み、番
組テーブル２２に記憶する。
次に、ステップＳ３－７で、１次記録を続けるか否かが判断される。ステップＳ３－７で
、一次記録を継続する場合には、ステップＳ３－５に戻って指定された放送局からの情報
を続けて記録する。
図９は本発明の第１実施例の１次記録の動作を説明するための図を示す。図９（Ａ）は視
聴者による１次記録範囲の指定を示す図、図９（Ｂ）は番組テーブルの更新の様子を示す
図を示す。
視聴者により１次記録の開始時間「２０：００」及び１次記録の終了時間「２３：００」
並びにチャンネル「Ａ」～「Ｄ」が設定されると、番組テーブル２２に図９（Ａ）に示す
ようなテーブルが設定される。以上のような設定により時刻「２０：００」～「２３：０
０」の間、チャンネル「Ａ」～「Ｄ」の番組がすべて１次記録部１６に記録される。
現在時刻ｔ０「２１：３０」になると、番組テーブル２２は、図９（Ｂ）に斜線で示すよ
うにチャンネル「Ａ」～「Ｄ」の「２０：００」～「２１：３０」までに１次記録部１６
に記録された番組の番組関連情報が記憶される。番組テーブル２２をモニタ５に表示させ
ることによりどの番組が記録されているかが認識できる。
なお、上記１次記録では、番組の記録時に番組関連情報を番組テーブル２２に記録してい
たが、ステップＳ３－２で視聴者によって設定された１次記録範囲の番組関連情報を１次
記録をはじめる前に取り込んだ後、１次記録を行うようにしてもよい。
図１０は本発明の第１実施例の１次記録の変形例の処理フローチャートを示す。同図中、
図８と同一処理部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
本変形例は、ステップＳ３－３の後にステップＳ３－１１を実行する。ステップＳ３－１
１では、１次記録範囲の番組関連情報をすべて番組テーブル２２に記憶する。また、ステ
ップＳ３－６では、最新の番組情報を取り込み、番組テーブル２２を更新する。
次に、１次記録情報の再生について説明する。
図１１は本発明の第１実施例の１次記録情報再生時の処理フローチャートを示す。
ステップＳ４－１は、視聴者により番組テーブル２２から視聴したい番組を指定されるス
テップである。ステップＳ４－１で視聴者により視聴したい番組の選択が終わると、ステ
ップＳ４－２で再生の開始が指示される。
ステップＳ４－３では、指示された番組の開始時刻が現在時刻より前か否かを判定する。
ステップＳ４－３で、現在の時刻より前の時刻であれると判断されると、ステップＳ４－
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４で指定された番組を１次記録部１６から読み出し再生する。なお、ステップＳ４－１で
視聴者により複数の番組が指定された場合には、指定された番組は、指定された順序に順
次再生が行われる。
次に、ステップＳ４－５で、１次記録を続けるか否かが判断される。ステップＳ４－５で
、一次記録を継続する場合には、ステップＳ４－３に戻って指定された番組を再生する。
図１２は本発明の第１実施例の１次記録情報再生時の動作説明図を示す。
図１２でｔ０は、現在時刻を示す。１次記録部１６には、時刻「２１：００」以降のチャ
ンネルＡ～Ｅの情報が全て記録されている。
視聴者により、チャンネルＡの「２１：３０」～「２２：００」の番組は再生順序（１）
に設定され、チャンネルＡの「２１：００」～「２１：３０」の番組は再生順序（２）に
設定され、チャンネルＢの「２１：３５」～「２２：００」の番組は再生順序（３）に設
定され、チャンネルＣの「２１：００」～「２１：５４」の番組は再生順序（４）に設定
され、チャンネルＥの「２１：００」～「２１：５４」の番組は再生順序（５）に設定さ
れ、チャンネルＣの「２２：００」～「２２：５４」の番組は再生順序（６）に設定され
ているとする。
制御回路１０４は、（１）～（６）の順に番組を１次記録部１６から再生する。以上のよ
うに視聴者は指定した順に番組を視聴することができる。また、視聴者は指定した時間帯
の全てを番組から選択して視聴することができる。
次に、２次記録動作について詳細に説明する。
図１３は本発明の第１実施例の２次記録動作のフローチャートを示す。
ステップＳ５－１では、視聴者が２次記録部１０３に２次記録したい番組を指定する。ス
テップＳ５－１で視聴者により２次記録したい番組が指定されると、次にステップＳ５－
２で視聴者により指定された番組の開始時刻が現時刻より前か否かが判定される。
ステップＳ５－２で視聴者により指定された番組の開始時刻が現在時刻より前の番組では
ない場合には、ステップＳ５－３で、開始時刻になったとき、１次記録部１６と２次記録
部１０３とで同時に指定された番組を記録する。
また、ステップＳ５－２で視聴者により指定された番組の開始時刻が現在時刻以前の番組
であれば、次にステップＳ５－４でステップＳ５－１で指定された番組の１次記録が終了
したが否かが判断される。ステップＳ５－４で、指定された番組の１次記録が既に終了し
ていれば、ステップＳ５－５で１次記録部１６から２次記録部１０３に視聴者により指定
された番組を高速ダビングする。１次記録が終了していれば、１次記録部１６から２次記
録部１０３にデータを移動させるだけであるので、番組の進行に合わせて記録を行うこと
がないため、高速に２次記録部１０３に記録を行うことができる。
また、ステップＳ５－４で、指定された番組が１次記録の途中の場合には、ステップＳ５
－６で２次記録部１０３に２次記録を開始する。
次に、ステップＳ５－７により指定された番組の１次記録が終了したか否かが判断される
。ステップＳ５－７で指定された番組の１次記録が終了すると、次にステップＳ５－８で
指定された番組の取りこぼし分を１次記録部１６から２次記録部１０３に高速ダビングす
る。
ステップＳ５－８で指定した番組の取りこぼし分を１次記録部１６から２次記録部１０３
に高速ダビングされると、ステップＳ５－９で２次記録部１０３に記録された情報を時系
列に編集する。
なお、本実施例では、視聴者の指定した番組を２次記録するようにしたが、視聴者が予め
指定したジャンルに応じて自動的に２次記録を行うようにしてもよい。
図１４は本発明の第１実施例の２次記録の変形例のフローチャートを示す。同図中、図１
３と同一構成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
ステップＳ５－１１では、視聴者により２次記録部１６に２次記録したジャンルが指定さ
れる。ステップＳ５－１１でジャンルが指定されると、ステップＳ５－１２で、番組テー
ブル２２の番組関連情報から指定されたジャンルの番組を選択する。なお、番組関連情報
には、予めジャンルを識別するための情報が含まれる。
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なお、本実施例では、アナログ方式のビデオレコーダについて説明したが、ディジタル方
式のビデオレコーダにも対応できる。
図１５は本発明の第１実施例のビデオレコーダの変形例のブロック構成図を示す。同図中
、図７と同一構成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
本変形例のビデオレコーダ２００は、ｎ個のアナログチューナ２５－１～２５－ｎに換え
て、ディジタルチューナ２０１、多重化分離回路２０２を設ける。ディジタルチューナ２
０１は、ディジタル放送局からのｎ個のチャンネルを同時選局可能な構成とされている。
上記構成のビデオレコーダ２００は、ディジタル放送に対応可能である。さらに、ｎ個の
アナログチューナ２５－１～２５－ｎと上記ディジタルチューナ２０１とを組み合わせた
構成とすることにより、アナログ放送及びディジタル放送の両方に対応することもできる
。
また、本実施例では、視聴者毎に１次記録を行うようにしたが、ビデオレコーダを複数の
視聴者で共有し、ビデオレコーダから必要な番組を配信するようにしてもよい。
図１６は本発明の第２実施例のシステム構成図を示す。同図中、図６と同一構成部分には
同一符号を付し、その説明は省略する。
本実施例の放送システム３００は、ビデオレコーダを宅内にホームサーバ３０１を設けた
構成とされている。ホームサーバ３０１には、ｍ個のモニタ５－１～５－ｍが接続される
。
ホームサーバ３０１は、屋内の所定の場所に設置される。
図１７は本発明の第２実施例のホームサーバのブロック構成図を示す。同図中、図７と同
一構成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
本実施例のホームサーバ３０１は、ディジタルインタフェース３０２、ディジタルＴＶ端
末部３０３－１～３０３－ｍを設けてなる。ディジタルインタフェース３０２は、スイッ
チバス１０１及び制御回路１０４とディジタルＴＶ端末部３０３－１～３０３－ｍとの間
に設けられ、スイッチバス１０１及び制御回路１０４とディジタルＴＶ端末部３０３－１
～３０３－ｍとの間のインタフェースを取る。
ディジタルＴＶ端末部３０３－１～３０３－ｍは、バッファ３０４、復元回路３０５、Ｄ
／Ａ変換回路３０６、操作部３０７から構成される。バッファ３０４は、ディジタルイン
タフェース３０２からの情報を一時的に記憶する。バッファ３０４に記憶された情報は、
復元回路３０５に供給される。復元回路３０５は、圧縮回路２７－１～２７－ｎで圧縮さ
れた情報を元の情報に復元する。
Ｄ／Ａ変換回路３０６は、復元された情報をアナログ信号に変換する。Ｄ／Ａ変換回路３
０６で変換されたアナログ信号をモニタ５－１～５－ｍに供給する。操作部３０７は、モ
ニタ５－１～５－ｍの視聴者からの指示を送信する。操作部３０７から入力された指示は
、ディジタルインタフェース３０２を介して制御回路１０４に供給される。
次に、本実施例の１次記録再生動作について詳細に説明する。
図１８は本発明の第２実施例の１次記録再生動作のフローチャートを示す。
まず、ステップＳ６－１でモニタ５－１～５－ｍの視聴者のうち少なくとも独りの視聴者
から視聴した番組が指示される。視聴者は、ディジタルＴＶ端末３０３－１～３０３－ｍ
の操作部３０７を操作することにより指示を行う。
操作部３０７からの指示は、ディジタルインタフェース３０２を介して制御回路１０４に
供給される。
ステップＳ６－１で視聴者から視聴した番組の指示があると、ステップＳ６－２で１次記
録部１６からの再生が開始される。ステップＳ６－３は、指示された番組が現時刻ｔ０よ
り以前に１次記録された番組か否かを判定するステップである。
ステップＳ６－３で、指示された番組が現時刻より以前に１次記録された番組であれば、
次に、ステップＳ６－４で視聴者により指示された番組を１次記録部１６から読み出し、
指示を行った視聴者に送信する。このとき、視聴者が番組の再生順序を指定していれば、
指定された順に再生を行う。
また、ステップＳ６－５は、１次再生を終了するか否かを判定する。ステップＳ６－５で
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、視聴者から１次再生を終了する指示が行われれば、処理を終了する。また、ステップＳ
６－５で、１次再生を終了する指示が行われなければ、ステップＳ６－３に戻って処理が
続行される。
また、視聴者から２次記録の指示があれば、指示された番組を２次記録部１０３に記録す
る。
なお、本実施例では、アナログ放送を記録するホームサーバについて説明したが、これに
限定されるものではなく、ディジタル放送に対応することもできる。図１９は本発明の第
２実施例のホームサーバの変形例のブロック構成図を示す。同図中、図１５及び図１８と
同一構成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
本変形例のホームサーバ４００は、ディジタルチューナ２０１により選局されたｎチャン
ネルの放送をｍ個のモニタ５－１～５－ｍに配信可能としてなる。また、ディジタルチュ
ーナ２０１からの番組は、視聴者からの指示により図１４に示す記録方法により２次記録
される。
なお、本実施例は、ホームサーバであり、１次記録された情報を宅内で複数の視聴者に配
信したが、宅外にサーバとして設けるようにしてもよい。
図２０は本発明の第３実施例のシステム構成図を示す。同図中、図１６、図１７と同一構
成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
本実施例の放送システム５００は、宅外に設けられたサーバ５０１で放送局２－１～２－
ｎからの放送を受信し、１次記録及び２次記録を行う
図２１は本発明の第３実施例のサーバのブロック構成図を示す。同図中、図１７と同一構
成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
サーバ５０１は、ディジタルインタフェース３０２を介して各家庭と５０２－１～５０２
－ｍと接続される。
各家庭５０２－１～５０２－ｍには、ＴＶ端末装置５０３－１～５０３－ｍが配置される
。ＴＶ端末装置５０３－１～５０３－ｍは、図１７に示すディジタルＴＶ端末部３０３－
１～３０３－ｍと同様な構成であるので、ここではその説明は省略する。
本実施例によれば、各家庭にビデオレコーダを配置する必要がない。
次に、暗号化されていないＭＰＥＧストリームを暗号化して記憶するビデオレコーダにつ
いて説明する。
図２２は本発明の第４実施例のビデオレコーダのブロック構成図を示す。
本実施例のビデオレコーダ６００は、暗号化部６０１、記録再生部６０２、復号化部６０
３、切替部６０４、復元部６０５、ＧＳＣ（Ｇｒｏｕｐ　Ｓｔａｒｔ　Ｃｏｄｅ）検出部
６０６、ＴＣ（Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄｅ）検出部６０７、制御回路６０８、メモリ６０９、記
録アドレス生成部６１０、再生アドレス生成部６１１、マルチプレクサ６１２、操作部６
１３、課金制御部６１４から構成される。
入力端子Ｔｉｎにはデータが供給される。入力端子Ｔｉｎに供給されるデータは、ヘッダ
とデータ部とから構成され、ヘッダにはＧＳＣ（Ｇｒｏｕｐ　Ｓｔａｒｔ　Ｃｏｄｅ）、
ＴＣ（Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄｅ）が含まれる。データ部には、ＭＰＥＧ圧縮されたデータが含
まれる。ＧＳＣは、ＭＰＥＧストリームの先頭を示すコードである。ＴＣは、ＭＰＥＧス
トリームの時間を示すコードである。
入力端子Ｔｉｎに供給されたデータは、暗号化部６０１に供給される。暗号化部６０１は
、供給されたデータを課金制御部６１４からの共通鍵に応じて暗号化する。暗号化された
データは、記録再生部６０２に供給される。
記録再生部６０２は、ハードディスクドライブから構成され、暗号化部６０１からのデー
タを記録する。また、記録再生部６０２は、データを再生して復号化部６０３に供給する
。復号化部６０３は、暗号化部６０１で暗号化されたデータを課金制御部６１４から供給
される共通鍵に応じて復号化する。
復号化部６０３からのデータは、切替部６０４に供給される。切替部６０４は、復号化部
６０３からのデータの復元部６０５への供給を制御する。
復元部６０５は、ＭＰＥＧ圧縮を解凍して元の映像データに復元する。復元部６０５の出
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力は、出力端子Ｔｏｕｔから出力される。
ＧＳＣ検出部６０６には入力端子Ｔｉｎからデータが供給される。ＧＳＣ検出部６０６は
、入力データのヘッダからＧＳＣを検出する。ＧＳＣ検出部６０６で検出されたＧＳＣは
、制御回路６０８に供給される。また、ＧＳＣ検出部６０６は、ＴＣ検出部６０７にタイ
ミング信号を供給する。ＴＣ検出部６０７は、ＧＳＣ検出部６０６からのタイミング信号
に応じて入力データのヘッダからＴＣを検出する。
ＴＣ検出部６０６で検出されたＴＣは、制御回路６０８に供給される。制御回路６０８は
、ＧＳＣ及びＴＣからデータの先頭を検出する。記録アドレス生成部６１０は、データの
記録アドレスを生成し、記録再生部６０２に供給する。再生アドレス生成部６１１は、再
生アドレスを生成し、記録再生部６０２に供給する。
マルチプレクサ６１２には、記録アドレス生成部６１０から記録アドレスが供給され、再
生アドレス生成部６１１から再生アドレスが供給される。マルチプレクサ６１２は、制御
回路６０８からの信号に応じて記録アドレスまたは再生アドレスを選択し、記録再生部６
０２に供給する。
切替部６０４には、入力端子Ｔｉｎ及び復号化部６０３の出力データが供給される。切替
部６０４は、制御回路６０８からの切替制御信号に応じて入力端子Ｔｉｎからのデータ又
は復号化部６０３からのデータのいずれかを出力する。切替部６０４の出力データは、復
元部６０５に供給される。復元部６０５は、ＭＰＥＧ圧縮されたデータを元のデータに復
元する。
メモリ６０９は、制御回路６０８に接続されており、ＧＳＣ検出部６０６で検出されたＧ
ＳＣ及びＴＣ検出部６０７で検出されたＴＣが記憶される。
ここで、メモリ６０９のデータ構造について説明する。
図２３は本発明の第４実施例のメモリのデータ構造図を示す。
メモリ６０９は、ＧＯＰ番号、時間、先頭アドレス、データ量が格納される。ＧＯＰ番号
は、ＧＯＰを識別するための番号である。ＧＯＰの再生されるべき時間である。先頭アド
レスは、ＧＯＰの先頭が記録された記録再生部６０２のアドレスである。データ量は、Ｇ
ＯＰのデータ量である。
制御回路６０８は、メモリ６０９に記憶されたデータに基づいて後述するような処理を実
行する。
操作部６１３は、制御回路６０８に記録再生の指示を行う。
次に課金制御部６１４について詳細に説明する。
図２４は本発明の第４実施例の課金制御部のブロック構成図を示す。
課金制御部６１４は、プリペイカード６１５、残高判断部６１６、共通鍵生成部６１７、
解読是非判断部６１８から構成される。
プリペイカード６１５は、ＩＣカードから構成され、視聴者から有料放送局への入金額に
応じたデータが記憶される。残高判断部６１６は、プリペイカード６１５の残高が有料放
送を視聴するのに充分な残高があるか否かを判断し、残高が充分な残高がある場合には、
プリペイカード６１５から視聴料金を差引き、復号化を可能とする判断結果を出力し、残
高が充分でない場合には、復号化を禁止する判断結果を出力する。
残高判断部６１６の判断結果は、解読是非判断部６１８に供給される。解読是非判断部６
１８には、残高判断部６１６の判断結果及び制御回路６０８からの記録／再生命令が供給
される。解読是非判断部６１８は、残高判断部６１６の判断結果、充分な残高があれば、
制御回路６０８からの再生命令に応じて復号化部６０３の暗号の解読を許可し、充分な残
高がなければ、復号化部６０３による暗号の解読を禁止する。
共通鍵生成部６１７には、制御回路６０８からコピープロテクト情報及びシステム固有番
号並びに記録／再生命令が供給される。共通鍵生成部６１７は、記録／再生命令に応じて
コピープロテクト情報及びシステム固有番号から共通鍵を生成する。共通鍵は、暗号化部
６０１及び復号化部６１８に供給される。
本実施例の課金方法によれば、映像データを暗号化した状態で記録し、再生時にプリペイ
カード６１５の残高に応じて再生を許可するので、課金を確実に行える。
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次に制御回路６０８の記録時の動作について詳細に説明する。
図２５は本発明の第４実施例の記録時のフローチャートを示す。
ステップＳ７－１は、放送局からのＭＰＥＧストリームを入力し、次のデータを追跡させ
る。
ステップＳ７－２は、ＧＳＣの検出の有無を判定する。ステップＳ７－２でＧＳＣを検出
すると、ステップＳ７－３に進む。ステップＳ７－２でＧＳＣが検出されなければ、ステ
ップＳ７－５に進む。
ステップＳ７－３は、ＴＣを検出する。
ステップＳ７－４は、現ＧＯＰの先頭を記録する記録再生部６０２の記録アドレス及びス
テップＳ７－４で検出されたＴＣ並びに前のＧＯＰのデータ量をメモリ６０９に記憶させ
る。
ステップＳ７－５は、暗号化部６０１に暗号化を行わせるとともに、記録再生部６０２に
ＧＯＰを記録させる。
ステップＳ７－６は、ＭＰＥＧストリームのデータからＳＥＣ（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｅｎ
ｄ　Ｃｏｄｅ）を検出したか否かを判定する。ＳＥＣは、ＭＰＥＧストリームの最終デー
タを示すコードである。
なお、ステップＳ７－４でメモリ６０９に記憶された情報は、暗号化部６０１により暗号
化され、適宜記録再生部６０２に記録される。
次に、再生時の動作について説明する。
図２６は本発明の第４実施例の再生時の処理フローチャートを示す。
ステップＳ８－１は、視聴者からの読み出すべきＭＰＥＧストリームのデータの時刻を認
識する。視聴者は、操作部６１３を操作することによりＭＰＥＧストリームのうちの読み
出すべき時刻を指定する。
ステップＳ８－２は、ステップＳ８－１で認識された時刻に対応するＴＣを求め、ＴＣに
対応する再生アドレスをメモリ６０９又は記録再生部６０２から読み出す。
ステップＳ８－３は、記録再生部６０２からステップＳ８－２で求められた再生アドレス
を先頭に順次ＧＯＰを読み出し、復号化部６０３で復号化させる。
ステップＳ８－４は、再生を終了するか否かを判定する。ステップＳ８－４で再生を終了
する場合には再生処理を終了する。また、ステップＳ８－４で再生を終了しない場合には
ステップＳ８－１に戻って再生処理を続ける。
次に放送局から暗号化されたＭＰＥＧストリームが供給される場合について説明する。
図２７は本発明の第５実施例のブロック構成図を示す。同図中、図２２と同一構成部分に
は同一符号を付し、その説明は省略する。
本実施例のビデオレコーダ７００は、復号化部７０１及び課金制御部７０２を設けてなる
。復号化部７０１は、入力端子Ｔｉｎに供給される暗号化されたＭＰＥＧストリームを課
金制御部７０２からの復号鍵に基づいて復号化する復号化する。復号化部７０１で復号化
されたデータは、ＧＳＣ検出部６０６及びＴＣ検出部６０７に供給される。
また、入力端子Ｔｉｎに供給される暗号化されたＭＰＥＧストリームは、暗号化されたま
ま、記録再生部６０２に記録され、再生される。
図２８は本発明の第５実施例の課金制御部のブロック構成図を示す。同図中、図２４と同
一構成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
本実施例の課金制御部７０２は、復号鍵生成部７０３を設けてなる。復号鍵生成部７０３
には、コピープロテクト情報及びシステム固有番号並びに再生命令が供給される。復号鍵
生成部７０３は、コピープロテクト情報及びシステム固有番号から復号鍵を生成する。
次に本実施例の記録時の動作について説明する。
図２９は本発明の第５実施例の記録時のフローチャートを示す。同図中、図２５と同一構
成部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
ステップＳ９－１は、暗号化されたＭＰＥＧストリームを復号化部７０１により復号化さ
せる。
ステップＳ９－１により復号化されたＭＰＥＧストリームにより図２３に示すステップＳ
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７－１～Ｓ７－６が実行される。
次に本実施例のスキップ再生時の動作について説明する。
図３０は本発明の第５実施例の再生時のフローチャートを示す。同図中、図２６と同一処
理部分には同一符号を付し、その説明は省略する。
ステップＳ１０－１は、読み出し時刻、スキップ時間を認識する。読み出し時刻、スキッ
プ時間は、視聴者により予め設定される。
ステップＳ１０－２は、ステップＳ１０－１で認識されたスキップ時間だけスキップした
時刻を読出時刻に指定する。
ステップＳ８－４は、再生終了か否かを判定する。ステップＳ８－４で再生が終了したと
判断されれば、再生処理は終了される。ステップＳ８－４で再生が終了したと判断されな
ければ、ステップＳ８－２の戻ってステップＳ１０－２で指定された読出アドレスからＧ
ＯＰを読み出す。
上記動作により例えば、視聴者によりスキップ時間として２倍速が指定されると、１つず
つＧＯＰが飛び越され、視聴者によりスキップ時間として５倍速が指定されると、４つず
つＧＯＰが飛び越される。
次に本実施例のタイムシフト動作について説明する。
図３１は本発明の第５実施例のタイムシフト再生時のフローチャートを示す。ステップＳ
１１－１は、記録再生部６０２に記録をスタートさせる。
ステップＳ１１－２は、記録再生部６０２に記録を行わせる。ステップＳ１１－２の記録
は、図２９と同じ処理である。
ステップＳ１１－３は、ステップＳ１１－２での記録動作の終了により、記録処理を終了
する。
ステップＳ１１－４は、視聴者の指示に従って、再生画面出力を切替指定される。記録処
理が進む中、視聴者が現在記録している映像を出力するか、時間を遡って再生映像を出力
するかを決め、ステップＳ１１－９に進む。記録から再生に切り替わる場合は、ステップ
Ｓ１１－５に進む。
ステップＳ１１－５は、再生したい所望箇所の時間を認識する。再生したい所望箇所の時
間は、視聴者により指定される。
ステップＳ１１－６は、記録再生部６０２に再生処理をスタートさせる。
ステップＳ１１－７は、記録再生部６０２に記録動作を行わせる。ステップＳ１１－７の
記録は、図３０と同じ処理である。
ステップＳ１１－８は、ステップＳ１１－７での再生動作の終了により、再生処理を終了
する。
ステップＳ１１－９は、ステップＳ１１－４での指示にしたがって、再生画面を切り換え
る。記録画面の場合は、ステップＳ１１－２での記録処理によって得られるＭＰＥＧスト
リームを選択し、再生画面の場合は、ステップＳ１１－７での再生処理によって得られる
ＭＰＥＧストリームを選択する。
ステップＳ１１－１０は、ステップＳ１１－９で選択されたＭＰＥＧストリームを映像信
号に復元する。
ステップＳ１１－１１は、ステップＳ１１－１０で復元された映像信号を出力端子Ｔｏｕ
ｔから出力する。
なお、再生の途中で、一時停止操作が行われると、現時刻が記録開始時間が指定される。
また、再び再生操作が行われると、記録開始時間から再生動作が行われる。以上により、
映像の一時停止が可能となる。
なお、本実施例では、プリペイカードにより課金が行われているが、これに限定されるも
のではなく、他の方法に通信を用いた課金方法も考えられる。
以上本実施例によれば、複数の情報源からの情報を第１の記録手段に記録しておくことに
より、同時に放送された情報を指示手段により指示することにより、選択的に視聴するこ
とができる。再生手段により第１の記憶手段に記録された情報を再生し、視聴できる。
また、第２の記録手段により第１の記録手段に記録された情報から必要な情報を記録でき
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る。情報を圧縮手段により圧縮して、第１の記録手段に記録することにより第１の記録手
段に多くの情報を記録できる。
さらに、復元手段を設けることにより、圧縮された情報を記録／再生可能となる。記録情
報設定手段により第１の記録手段に記録すべき情報及び時間を自由に設定できる。
また、第１のタイムテーブルを参照することにより第１の記録手段に記録された情報を容
易に認識できる。第２のタイムテーブルを参照することにより第１の記録手段に記録すべ
き情報を予め認識設定できる。
さらに、第１又は第２のタイムテーブルを参照することにより容易に記録又は視聴したい
情報を設定できる。第１及び第２の記録手段に情報を同時に記録することにより第１の記
録手段から第２の記録手段に記録する情報を少なくできる。また、所望の情報を第１の記
録手段に記録している途中で、第２の記録手段に同時に情報を記録した場合、所望の情報
のうち第２の記録手段の未記録部分の情報を第１の記録手段から第２の記録手段に記録す
ることにより、第２の記録手段の記録時間を短縮できる。第１の記録手段を各視聴者の自
由に使用できる。
さらに、第１の記録手段を複数のモニタで共有することにより効率的な運用が可能となる
。暗号化したまま情報を記録／再生手段に記録することにより課金を確実に行うことがで
きる。
また、暗号化しないで供給された情報に対しても確実に課金を行える。課金の状態に応じ
て復号化手段を制御することにより課金の状態に応じて情報の視聴を制御できる。
さらに、暗号化が装置側での暗号化が不要となる。記録しつつ再生が行え、自由な形態で
の視聴が可能となる。
【図面の簡単な説明】
図１は、従来の一例のシステム構成図である。
図２は、従来の一例のビデオディスクレコーダのブロック構成図である。
図３は、従来の一例のアナログ方式のビデオディスクレコーダのブロック図である。
図４は、従来のビデオディスクレコーダの１次録画動作のフローチャートである。
図５は、従来の一例の２次録画動作のフローチャートである。
図６は、本発明の第１実施例のシステム構成図である。
図７は、本発明の第１実施例のビデオレコーダのブロック構成図である。
図８は、本発明の第１実施例の１次記録の処理フローチャートである。
図９は、本発明の第１実施例の１次記録の動作を説明するための図である。
図１０は、本発明の第１実施例の１次記録の変形例の処理フローチャートであ　る。
図１１は、本発明の第１実施例の１次記録情報再生時の処理フローチャートである。
図１２は、本発明の第１実施例の１次記録情報再生時の動作説明図である。
図１３は、本発明の第１実施例の２次記録動作のフローチャートである。
図１４は、本発明の第１実施例の２次記録の変形例のフローチャートである。　図１５は
、本発明の第１実施例のビデオレコーダの変形例のブロック構成図である。
図１６は、本発明の第２実施例のシステム構成図である。
図１７は、本発明の第２実施例のホームサーバのブロック構成図である。
図１８は、本発明の第２実施例の１次記録再生動作のフローチャートである。
図１９は、本発明の第２実施例のホームサーバの変形例のブロック構成図である。
図２０は、本発明の第３実施例のシステム構成図である。
図２１は、本発明の第３実施例のサーバのブロック構成図である。
図２２は、本発明の第４実施例のビデオレコーダのブロック構成図である。
図２３は、本発明の第４実施例のメモリのデータ構造図である。
図２４は、本発明の第４実施例の課金制御部のブロック構成図である。
図２５は、本発明の第４実施例の記録時のフローチャートである。
図２６は、本発明の第４実施例の再生時の処理フローチャートである。
図２７は、本発明の第５実施例のブロック構成図である。
図２８は、本発明の第５実施例の課金制御部のブロック構成図である。
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図２９は、本発明の第５実施例の記録時のフローチャートである。
図３０は、本発明の第５実施例の再生時のフローチャートである。
図３１は、本発明の第５実施例のタイムシフト再生時のフローチャートである。
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