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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アナログ放送信号を受信し、該受信したアナログ放送信号を再生するアナログ放送対応
部と、デジタル放送信号を受信し、該受信したデジタル放送信号を再生するデジタル放送
対応部とを有する記録再生装置であって、
　該デジタル放送対応部は、該受信したデジタル放送信号を記録するデジタル記録部と、
　該アナログ放送対応部により生成された該デジタル記録部への記録を制御するための制
御信号又は該アナログ放送対応部により受信されディジタル圧縮符号化された該アナログ
放送信号を入力する入力部と、
　該デジタル記録部への記録を制御する制御部とを有し、
　該制御部は、該入力部を介して入力された該ディジタル圧縮符号化されたアナログ放送
信号を該デジタル記録部に記録する場合に該入力部により入力された制御信号に基づいて
該ディジタル圧縮符号化されたアナログ放送信号を該デジタル記録部に記録するように制
御することを特徴とする記録再生装置。
【請求項２】
　請求項１記載の記録再生装置において、
　前記デジタル記録部が複数個あり、前記制御部は、前記受信したデジタル放送信号をそ
れぞれのデジタル記録部において異なるフォーマットで記録するように制御することを特
徴とする記録再生装置。
【請求項３】
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　アナログ放送信号を受信し、該受信したアナログ放送信号を再生するアナログ放送対応
部と、デジタル放送信号を受信し、該受信したデジタル放送信号を再生するデジタル放送
対応部と、アナログ放送対応部とデジタル放送対応部とを接続し、データのやり取りを行
う接続部と、を有する記録再生装置であって、
　該アナログ放送対応部は、該受信したアナログ放送信号を記録する第１の記録部と、
　該デジタル放送対応部は、該受信したデジタル放送信号を記録する第２の記録部と、
　該アナログ放送対応部により生成され、該接続部を介して入力される制御信号に基づい
て該デジタル記録部の記録を制御する制御部とを有し、
　該制御部は、該接続部を介して入力されたディジタル圧縮符号化されたアナログ放送信
号を該第２の記録部に記録する場合には該接続部により入力された制御信号に基づいて該
ディジタル圧縮符号化されたアナログ放送信号を該第２の記録部に記録するように制御す
ることを特徴とする記録再生装置。
【請求項４】
　請求項１又は３記載の記録再生装置において、
　前記デジタル記録部又は前記第1又は第２の記録部に記録されたデータを再生する再生
部とを備えたことを特徴とする記録再生装置。
【請求項５】
　請求項１又は３記載の記録再生装置において、
　前記デジタル放送対応部は、前記受信したデジタル放送信号又は前記接続部を介して入
力された前記アナログ放送信号を前記デジタル記録部又は前記第２の記録部に記録する前
に前記デジタル放送信号又は前記アナログ放送信号を暗号化する暗号化部を備えることを
特徴とする記録再生装置。
【請求項６】
　請求項５記載の記録再生装置において、
　前記デジタル放送対応部は、前記暗号化部により暗号化され前記デジタル記録部又は前
記第２の記録部に記録されたデータを復号化する復号化部を備えることを特徴とする記録
再生装置。
【請求項７】
　請求項１又は３記載の記録再生装置において、
　前記アナログ放送対応部は、前記デジタル放送対応部により再生されたデジタル放送信
号を前記受信したアナログ放送信号とは異なるフォーマットで圧縮する圧縮変換部を備え
ることを特徴とする記録再生装置。
【請求項８】
　請求項１又は３記載の記録再生装置において、
　前記アナログ放送対応部と前期デジタル放送対応部のそれぞれの動作状態を示す信号を
やり取りする通信インタフェース部を備えることを特徴とする記録再生装置。
【請求項９】
　請求項３記載の記録再生装置において、
　前記制御部は、前記第１の記録部に記録されたデータを前記第２の記録部に記録するよ
うに制御することを特徴とする記録再生装置。
【請求項１０】
　請求項３記載の記録再生装置において、
　前記制御部は、前記第１の記録部に記録された該データを前記第２の記録部に転送する
とともに消去し、あるいは、前記第２の記録部に記録されたデータを前記第１の記録部に
転送するとともに前記第２の記録部に記録された該データを消去するように制御すること
を特徴とする記録再生装置。
【請求項１１】
　請求項３記載の記録再生装置において、
　前記第１の記録部がＨＤＤであり、前記第２の記録部がＤＶＤ－ＲＡＭもしくはＤＶＤ
－ＲＯＭであることを特徴とする記録再生装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディジタル信号及びアナログ信号を記録メディアに記録または再生する記録
再生装置に関し、特に異なるフォーマットで圧縮されたストリームを同一記録メディア上
に記録もしくは再生する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　衛星ディジタル放送の普及に加え、地上波ディジタル放送も開始され、放送のディジタ
ル化が推進されている。ディジタル放送に対応する記録再生装置として、ハードディスク
ドライブ装置（以後ＨＤＤと呼ぶ）やＤＶＤ－ＲＡＭ（Digital　Versatile Disc Random
 Access Memory），ＤＶＤ－ＲＷ(Digital　Versatile Disc-Rewritable)または、Ｂｌｕ
-ｌａｙＤｉｓｃ等を記録メディアとする単体レコーダ、またこれらを一体化したいわゆ
るハイブリッドレコーダが製品化されている。ディジタル放送や、I ＥＥＥ－１３９４で
の伝送方式に用いられるストリームは、画像／音声のストリームをＭＰＥＧ２（Moving P
icture Experts Group）方式によりコード化したエレメンタリーストリーム（Elementary
 Stream）を、共通のタイムベースごとにＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）パケ
ットに取り込み、前記ＰＥＳパケットを複数結合したトランスポートストリーム（以下Ｔ
Ｓとする）というストリームで供給される。また、ＤＶＤへ記録するストリームはＤＶＤ
－Ｖｉｄｅｏなどで採用されているＭＰＥＧ２方式によりコード化したＭＰＥＧ２－ＰＳ
(ProgramStream)を扱う。ハイブリッドレコーダは、ＨＤＤへ一時記録したコンテンツを
、保存用としてリムーバブルなＤＶＤへコピーもしくは移動する使用方法が考えられ、コ
ピー，移動の時間についての高速化も図られている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３３４５６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記ＭＰＥＧ２－ＴＳとＭＰＥＧ２－ＰＳの異なるフォーマットのストリームを、プラ
ットフォーム非依存な蓄積フォーマットに変換する為の、変換部を設けることで、機器間
のフォーマットの相違を吸収し、同一の記録メディアに記録し、機器間でのコピーを実時
間に依らず高速に行うことを可能とした発明が特許文献１に公開されている。
しかし、上記特許文献１においては、既存のＭＰＥＧ２－ＴＳを扱うディジタル放送系の
記録再生装置と、ＭＰＥＧ２－ＰＳを扱う記録再生装置の資産を活用しコンボレコーダを
構成した場合には、ＭＰＥＧ２－ＴＳ系の記録再生装置とＭＰＥＧ２－ＰＳ系の記録再生
装置とのコンテンツのコピーや移動を行う専用インタフェース及び変換部を別途設ける必
要ある。既存の記録再生装置に適応するにはシステムの変更によるコスト負荷又は労力が
大きくなる。
【０００５】
　ＭＰＥＧ２－ＴＳ，ＰＳ系の記録再生装置においては、記録媒体が２個あるいはそれ以
上接続可能とするインタフェースが多いため、記録媒体とのインタフェースを用いシステ
ム変更の少ない記録再生装置を実現することが望ましい。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、既存のディジタル放送系の記録再生装置の構成を活用し、シ
ステム変更にかかる労力やコストを軽減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、例えば、アナログ放送信号を受信し、該受信したアナログ
放送信号を再生するアナログ放送対応部と、デジタル放送信号を受信し、該受信したデジ
タル放送信号を再生するデジタル放送対応部とからなる記録再生システムであって、該デ
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ジタル放送対応部は、該受信したデジタル放送信号を記録するデジタル記録部と、該デジ
タル記録部への記録を制御するための制御信号又は該アナログ放送対応部により受信され
た該アナログ放送信号を入力する入力部と、該デジタル記録部への記録を制御する制御部
とを有し、該制御部は、該入力部を介して入力された該アナログ放送信号を該デジタル記
録部に記録する場合に該入力部により入力された制御信号に基づいて該アナログ放送信号
を該デジタル記録部に記録するように制御するように構成すればよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、既存のディジタル放送系の記録再生装置の構成を活用し、システム変
更にかかる労力やコストを軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、実施例について図面を参照しつつ説明する。まず、従来のアナログ放送を記録メ
ディアに記録する記録再生装置を図１４に示す。ここでは、受信したアナログ放送をＨＤ
Ｄもしくは、ＤＶＤへ記録し、例えば、プラズマディスプレイや液晶ディスプレイに接続
し視聴するものについて説明する。その構成は、受信したアナログ放送から、例えばＮＴ
ＳＣ（National　Television　System　Committee）方式の映像信号を抽出する為のアナ
ログチューナ２０７、受信した映像信号をディジタル化し、伝送途中に反射等により発生
したゴーストを除去するゴースト除去部２０８、映像信号のフレーム相関を利用し輝度信
号と色信号に分離した後、ノイズを除去する輝度・色信号分離部２０９、輝度，色信号に
分離された映像信号を例えば、ベースバンドの映像信号にデコードするＮＴＳＣデコーダ
２１０、第１の記録メディア２０６と第２の記録メディア２１１に記録、再生処理を行う
記録再生部３００に供給し、第１もしくは第２の記録メディアに映像信号を記録し、記録
メディアから再生した信号を、描画処理部２０４で１画面あるいはマルチ画面に描画処理
し、出力端子２０５からディスプレイへ映像信号を出力する。記録再生部３００は、入力
端子３０１はＮＴＳＣデコーダ２１０からリアルタイムに供給されるベースバンドの映像
信号を、例えばＭＰＥＧ２を用いて高能率にディジタル圧縮符号化するエンコーダ３０２
と、３０３，３０９はディジタル信号を記録メディアに記録、再生処理する記録再生制御
部、３１０，３１４は記録再生制御部３０３，３０９にて、変換された例えば、ＡＴＡ（
ＡＴ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ），ＡＴＡＰＩ（ＡＴＡ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ）といった接続部であり、例えば、３１０はハードディスク，３１４にはＤＶＤ－ＲＡ
Ｍなどの記録メディアを接続する。３０６はアービタ，３０７はバッファであり、アービ
タ３０６によりバッファ３０７へ各クライアントからのディジタル信号を、時分割にバッ
ファリングする。３０４はデコーダであり、エンコーダ３０２からのＭＰＥＧ２－ＰＳ、
もしくは記録メディア２０６，２１１に記録されたＭＰＥＧ２－ＰＳをデコードする。３
０８は例えば、マイクロプロセッサのような制御回路である。３１２は受光部、３１１は
リモコンＩ／Ｆである。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、実施例１を説明するためのブロック図であり、受信したディジタル放送をＨＤ
Ｄなどへ記録し、例えば、プラズマディスプレイや液晶ディスプレイ等の接続して再生、
視聴するものを示した図である。図１４で示した従来例と異なる点は、記録するストリー
ムがＭＰＧＥ２－ＰＳであったが、本実施例ではＭＰＥＧ２－ＴＳも扱える点であり、構
成的には外部制御部１０８を有する点に特徴がある。外部制御部１０８については後に詳
述する。
【００１１】
　図１５は、ディジタル放送で扱うＭＰＥＧ２－ＴＳの構成を示す図であり、ＭＰＥＧ２
－ＴＳは１８８バイト固定長のＴＳパケットによって構成される。ＴＳパケットは同期符
号（８ビット）、誤り表示（１ビット）、ユニット開始表示（１ビット）、トランスポー
ト・パケット・プライオリティ（１ビット）、ＰＩＤ（１３ビット）、スクランブル制御
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（２ビット）、アダプテーションフィールド制御（２ビット）、巡回カウンタ（４ビット
）、アダプテーションフィールド及びペイロードから構成される。それぞれのストリーム
毎にパケットＩＤが設定されており、ペイロードに画像データ及び音声データ等が格納さ
れたＴＳパケットが時間軸多重された構成となる。ＣＳ放送等のディジタル放送において
は、複数の情報ストリームが個々のパケットＩＤを持ったＴＳパケットとして、ＭＰＥＧ
２－ＴＳに多重されている。ディジタル放送チューナ２０１は、視聴もしくは、記録する
１トランスポンダ周波数を選択し、この選択した１トランスポンダ内のビットストリーム
を復調し誤り訂正を行った後、ＭＰＥＧ２－ＴＳに変換し出力する。フィルタリング部２
０２は、ディジタル放送チューナ２０１から入力されたＭＰＥＧ２－ＴＳより、１プログ
ラムのオーディオとビデオのＰＥＳパケットを分離化し、記録再生部１００の入力端子１
０１に供給する。デジタル放送系の記録再生部１００は受信したＭＰＥＧ２－ＴＳを記録
メディアに記録，再生処理を行う例えば、ＬＳＩ(Large　Scale　Integrated　Circuit)
などを示す。１０１はディジタル信号の入力端子、１０２は入力されたディジタル信号に
例えば４バイトのタイムスタンプを付加し、再生時は、時刻管理情報であるＰＴＳ(Prese
ntation Time Stamp)が、ＭＰＥＧシステムの基準復号器内部のＳＴＣ(System Time Cloc
k)と一致したときにそのアクセス・ユニットを出力するようタイミングを管理するタイミ
ング制御部、１０３は再生もしくは、入力されたディジタル信号を出力する出力端子、１
０４はアービタ，１０５はバッファであり、アービタ１０４によりバッファ１０５へ各ク
ライアントからのディジタル信号を、時分割にバッファリングする。１０６はディジタル
信号を記録メディアに記録、再生する記録再生制御部、１０７は記録再生制御部１０６に
て、変換された例えば、ＡＴＡ，ＡＴＡＰＩといった接続部であり、例えば、ハードディ
スクなどの記録メディアを接続する。１０８は外部制御部であり、接続部１０９により例
えば、ＡＴＡ，ＡＴＡＰＩフォーマットのインタフェースにより、外部から操作するため
の制御部である。１１０はアービタ制御やタイミング制御，記録再生処理等の制御を行う
、例えば、マイクロプロセッサのような制御回路である。１１２は記録再生部１００の制
御内容をリモコンにより制御するための受光部、１１１は受光部１１２からの赤外線信号
をディジタル信号に変化するリモコンＩ／Ｆである。記録再生部１００の出力端子１０３
には、デコーダ２０３が接続され、オーディオとビデオのＰＥＳパケットデータをデコー
ドする。描画処理部２０４は、デコーダ２０３からの映像信号を、１画面あるいはマルチ
画面に描画処理し、出力端子２０５からディスプレイへ映像信号を出力する。この出力２
０５を、例えばプラズマディスプレイや液晶ディスプレイに接続する。
【００１２】
　前記外部制御部１０８と前記記録媒体制御部１０６との相違点は、前記記録媒体制御部
１０６がマスタとなり、接続部１０７に接続された記録録媒をデバイスとして制御を行う
ことに対して、前記接続部１０９には、記録録媒ではなく前記記録媒体制御部１０６に相
当する制御部が接続されることにある。つまり、記録再生部１００全体を一つのデバイス
とし、接続部１０９に接続された外部制御部１０８がマスタとして制御する。
【００１３】
　図２は、接続部１０９から入力される制御信号の一例を示す図であり、特にＨＤＤの制
御に用いられるＡＴＡインタフェースのコマンドプロトコルの例である。ＡＴＡコマンド
プロトコルでは、まずデバイスセレクションプロトコル４０１の処理を行い、外部制御部
１０８がアイドル状態であることを確認する。外部制御部１０８がアイドル状態であれば
、コマンドのパラメータ設定４０２の処理を実行し、パラメータが設定された時点で、コ
マンド発行４０３を行い、外部制御部１０８に対して、データ転送４０４を開始する。
【００１４】
　図３がパラメータ設定４０２と、コマンド発行４０４の具体的な例を示す図である。パ
ラメータとコマンドは、２ビットのチップセレクト信号と３ビットのアドレス信号の組合
せをデコードしたものに相当し、パラメータはチップセレクトを上位、アドレスを下位と
した５ビットとすると、１０００１が"Ｆｅａｔｕｅｒｓ"，１００１０が"Ｓｅｃｔｏｒ
　Ｃｏｕｎｔ"，１００１１が"Ｓｅｃｔｏｒ　Ｎｕｍｂｅｒ"，１０１００が"Ｃｙｌｉｎ
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ｄｅｒ　Ｌｏｗ"，１０１０１が"Ｃｙｌｉｎｄｅｒ　Ｈｉｇｈ"，１０１１０が"Ｄｅｖｉ
ｃｅ／Ｈｅａｄ"の６つからなり、各パラメータについて、８ビットのデータ４２０～４
２７がそれぞれ意味を持つ。具体的には例えば、"Ｆｅａｔｕｅｒｓ"のデータ１である"
ＯＶＬ"はオーバーラップの可不可を示すビットであり、データ７から２の"ｎａ"は意味
が規定されていないビットを示す。１０１１１が"ｃｏｍｍａｎｄ"に相当し、８ビットの
データをデコードすることでＨＤＤの制御を決定する。一例として、図中の"Ａ０ｈ"は、
パケットコマンドを示し、"３０ｈ"はライトセクタコマンド、"２０ｈ"はリードセクタコ
マンドを示す。"ｃｏｍｍａｎｄ"は、８ビット中の全組合せに対して制御内容は割り当て
られてはおらず、予約として確保されている。
【００１５】
　図４は、接続部１０９から入力される制御信号の別の一例を示す図であり、特にＤＶＤ
－ＲＡＭ等の制御に用いられるＡＴＡＰＩのコマンドプロトコルの例を示したものである
。図２のＡＴＡと異なる点は、コマンド発行４０３がパケットコマンドであった場合のみ
に対して、ＡＴＡＰＩコマンド４３０が発行され、その後データ転送４０４が行われる。
【００１６】
　図５は、ＡＴＡＰＩコマンド４３０の詳細を示す図である。コマンドパケットは１バイ
トの命令コード５２０と１１バイトのパラメータ５０１～５１２で構成されることが大半
である。図２と図４から分かるように、ＡＴＡＰＩコマンドは、ＡＴＡコマンドを拡張し
た制御である。ここで、本実施例によるパケットコマンドの未定義部分について、ＣＰＵ
１１０に対して独自のコマンドを通信することが可能となる。具体的には、接続部１０７
に接続する記録媒体に、接続部１０９からのコンテンツを記録する記録モード、記録メデ
ィアに記録されたコンテンツを接続部１０９から再生する再生モード、単に複製するコピ
ーするＣＯＰＹモード（記録メディアのコンテンツは削除せず）、移動（記録メディアの
コンテンツは削除）するＭＯＶＥモード等がある。外部制御部１０８においては、パラメ
ータ設定４０２，コマンド発行４０３，ＡＴＡＰＩコマンド４３０を受信したことを、Ｃ
ＰＵ１１０に通知し、受信したコマンドがＣＯＰＹ，再生，ＭＯＶＥモードであれば、記
録媒体制御部１０６→アービタ１０４→バッファ１０５→アービタ１０４→外部制御部１
０８のパスを活性化する。また、記録モードであれば、外部制御部１０８→アービタ１０
４→バッファ１０５→アービタ１０４→記録媒体制御部１０６のパスを活性化する。従っ
て、記録媒体には、接続部１０１から入力されるディジタル信号と接続部１０９から入力
されるディジタル信号の２種類が記録もしくは再生される構成となる。
【００１７】
　以上の構成により、外部制御部１０８が接続部１０９により入力される制御信号に基づ
いて記録媒体２０６に記録するための制御を統括することができる。そのため、既存のデ
ィジタル放送系の記録再生装置の構成を活用することができ、システム変更にかかる労力
やコストを軽減することができる。
【００１８】
　また、接続部１０９に何も接続されていない状態であるオープン状態であっても、記録
再生部１００に対して、弊害となることはなく、ディジタル放送用の単体レコーダとして
使用することができる。
【００１９】
　また、記録再生部１００は、制御部１１０，リモコンＩＦ１１１、受講部１１２を含ん
だ構成としているが独立した構成としても構わない。また、転送するデータは、記録メデ
ィアに記録するストリームの他に、ＣＰＵ１１０への動作命令をパケット化したものであ
っても構わない。
【００２０】
　また、記録再生部１００を１チップのＬＳＩとして説明したが、ＣＰＵ１１０，バッフ
ァ１０５やその他構成部に関しても、別チップとして構成しても同様な効果が得られる。
【実施例２】
【００２１】
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　図６は、実施例２を説明するためのブロック図である。ここでは、図６の記録再生装置
の接続部１０９から、アナログ放送をＭＰＥＧ２－ＰＳにエンコードし、記録媒体２０６
に記録する方式となる。本実施例は、記録媒体制御部３０３を一系統しか保持していない
記録再生部３００について、記録再生部１００と組み合わせることにより、アナログ放送
とディジタル放送を記録もしくは、再生可能としたコンボレコーダを構成したものである
。
【００２２】
　ＣＰＵ３０９からのコマンドと、アナログ放送をエンコードしたＭＰＥＧ２－ＰＳが記
録媒体制御部３０３から、ＡＴＡもしくはＡＴＡＰＩ形式で接続部３１０から１０９へ転
送され、コマンド系はＣＰＵ１１０へ、ＭＰＥＧ２－ＰＳは、記録媒体２０６に記録する
。記録媒体２０６からの再生時は、ＣＰＵ３０９から外部制御部に対して、再生コマンド
を発行し、ＣＰＵ１１０により、記録媒体制御部１０６、外部制御部１０８を経て、記録
再生部３００に転送される。
【００２３】
　デコーダ２０３は、ＭＰＥＧ２－ＴＳ用のデコードである為、記録再生部３００内にＭ
ＰＥＧ２－ＰＳ用のデコーダ３０４を配置し、デコードする。
【００２４】
　デコーダ２０３とデコーダ３０４の出力を描画処理部２０４により、スケーリング処理
した後、ディスプレイに片方もしくは、双方を表示する。
【００２５】
　この構成により、異なるフォーマットのディジタル信号を同一の記録メディアに記録も
しくは再生することが可能となる。
【００２６】
　ここで、記録再生部１００は、制御部１１０，リモコンＩＦ１１１、受講部１１２を含
んだ構成としているが独立した構成としても構わない。
【００２７】
　また、ディジタル信号処理装置３００は、制御部３０９，リモコンＩＦ３１１、受講部
３１２を含んだ構成としているが独立した構成としても構わない。
【００２８】
　また、デコーダ２０３，描画処理部２０４を記録再生部１００に含んでいないが、双方
もしくは，片方を記録再生部１００に内蔵した構成としても構わない。また、記録再生部
１００，３００を１チップのＬＳＩとして説明したが、ＣＰＵ，バッファ，エンコーダ，
デコーダやその他構成部に関しても、別チップとして構成しても同様な効果が得られる。
【実施例３】
【００２９】
　図７は、実施例３を説明するためのブロック図である。本実施例は、アナログ放送のみ
を入力とした場合についての実施例である。エンコーダ３０２を記録再生部１００に配置
し、アナログ放送をＭＰＥＧ２－ＰＳにエンコードし、記録媒体２０６に記録する点が異
なる。本実施例において、ストリームは全て、ＭＰＥＧ２－ＰＳにとなる。従って、デコ
ーダ２０３はＭＰＥＧ２－ＰＳ用のデコーダとなり、記録再生部３００は記録媒体２１１
の記録再生制御が主な処理となる。この方式により、アナログ放送のみのコンボレコーダ
においてもシステムを構築可能となる。
【００３０】
　ここで、記録再生部１００は、制御部１１０，リモコンＩＦ１１１、受講部１１２を含
んだ構成としているが独立した構成としても構わない。また、ディジタル信号処理装置３
００は、制御部３０９，リモコンＩＦ３１１、受講部３１２を含んだ構成としているが独
立した構成としても構わない。
【００３１】
　また、デコーダ２０３，描画処理部２０４を記録再生部１００に含んでいないが、双方
もしくは，片方を記録再生部１００に内蔵した構成としても構わない。また、記録再生部
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１００，３００を１チップのＬＳＩとして説明したが、ＣＰＵ，バッファ，エンコーダ，
デコーダやその他構成部に関しても、別チップとして構成しても同様な効果が得られる。
【実施例４】
【００３２】
　図８は、実施例４を説明するためのブロック図である。本実施例は、据え置き型として
使用される記録媒体である例えばＨＤＤを記録再生部１００に、リムーバブルな記録媒体
であるＤＶＤ－ＲＡＭを記録再生部３００に配置した構成の実施例である。記録再生部３
００は、２系統の記録媒体制御部３０３，３０９を有し、単独でアナログ放送系のコンボ
レコーダを構成できる記録再生装置である。記録媒体制御部の３０９は、従来通りにＤＶ
Ｄ－ＲＡＭを接続し、３０３には記録再生部１００を接続し、記録媒体２０６へのデータ
転送を制御する。エンコーダ３０２は、アナログ放送をＭＰＥＧ２－ＰＳにエンコードす
るため、ＤＶＤ－ＲＡＭ２１１に直接記録も可能となる。なお、ＭＰＥＧ２－ＰＳを記録
再生部１００に接続されたＨＤＤ２０６に記録及び再生する場合は実施例３と同一の処理
にて実現可能である。また、ＨＤＤ２０６のコンテンツをＤＶＤ－ＲＡＭ２１１にもアー
ビタ３０６を介してコピーもしくは移動が可能である。
【００３３】
　また、以上の構成により、外部制御部１０８は、接続部１０９により入力される制御信
号に基づいて接続部を介して入力されるアナログ放送系の信号を記録媒体２０６に記録す
る制御を行う。その結果、既存のディジタル放送系の記録再生装置の構成を活用すること
ができ、システム変更にかかる労力やコストを軽減することができる。
【００３４】
　ここで、記録再生部１００は、制御部１１０，リモコンＩＦ１１１、受講部１１２を含
んだ構成としているが独立した構成としても構わない。
【００３５】
　また、ディジタル信号処理装置３００は、制御部３０９，リモコンＩＦ３１１、受講部
３１２を含んだ構成としているが独立した構成としても構わない。
【００３６】
　また、デコーダ２０３，描画処理部２０４を記録再生部１００に含んでいないが、双方
もしくは，片方を記録再生部１００に内蔵した構成としても構わない。また、記録再生部
１００，３００を１チップのＬＳＩとして説明したが、ＣＰＵ，バッファ，エンコーダ，
デコーダやその他構成部に関しても、別チップとして構成しても同様な効果が得られる。
【実施例５】
【００３７】
　図９は、実施例５を説明するためのブロック図である。本実施例は、記録媒体２０６及
び，記録媒体２１１に記録するコンテンツに対して、暗号処理を施し、著作権保護を実現
した実施例である。暗号復号制御部１１３は、記録媒体２０６に記録するコンテンツを暗
号化し、暗号復号制御部３１３は、記録媒体２１１に記録するコンテンツを暗号化する。
ディジタル放送を暗号化する場合は、タイミング制御部１０２にてタイムスタンプ付加し
、バッファ１０５にバッファリングしたデータを、暗号復号処理部１１３にて暗号処理し
再度バッファ１０５にバッファリングする。次に、バッファ１０５に暗号化しバッファリ
ングしたデータを記録媒体制御部１０６に供給し、記録媒体２０６に暗号化記録する。再
生時は、記録時の逆の経路（記録媒体２０６→暗号復号制御部１１３→タイミング制御部
１０２→出力端子１０３）を通り復号化される。バッファリングのアービトレーションに
ついては、説明を省いたパスとなっているが、個々のパスにおいて、アービタ１０４によ
る調停がなされているものとする。
【００３８】
　アナログ放送を記録媒体２０６に暗号化記録するパスは、エンコーダ３０２でＭＰＥＧ
２－ＰＳにエンコードしたコンテンツが記録媒体制御部３０３、外部制御部１０８、暗号
復号制御部１１３、記録媒体制御部１０６、記録媒体２０６の経路で暗号化記録がなされ
る。再生時は記録時の逆のパスとなる。また記録媒体２０６に暗号化記録されたＭＰＥＧ
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２－ＰＳのコンテンツを記録媒体２１１にコピーもしくは移動する場合、記録媒体２０６
→記録媒体制御部１０６→暗号復号制御部１１３→外部制御部１０９→記録媒体制御部３
１０→暗号復号処理部３１３→記録媒体制御部３１１→記録媒体２１１のパスで記録する
。暗号復号処理部１１３は復号処理，暗号復号処理部３１３は暗号処理となる。ここでも
、アービタ１０４，アービタ３０６によるバッファリング処理は破綻しないようにアービ
トレーションしている。この構成により、記録媒体２０６，２１１に記録するコンテンツ
に対して、著作権の保護を実現できる。
【００３９】
　また、暗号復号処理部１１３と暗号復号処理部３１３を同一の暗号アルゴリズムとして
、外部制御部１０９と記録媒体制御部３０３とのデータ転送，コマンド転送に対して、暗
号処理を行っても構わない。また、記録再生部１００，３００を１チップのＬＳＩとして
説明したが、ＣＰＵ，バッファ，エンコーダ，デコーダやその他構成部に関しても、別チ
ップとして構成しても同様な効果が得られる。
【実施例６】
【００４０】
　図１０は、実施例６を説明するためのブロック図である。本実施例は、記録媒体２０６
及び，記録媒体２１１を記録再生部１００に接続し、記録再生部３００をアナログ放送の
エンコード，デコードに使用した実施例である。記録媒体２１１用の暗号復号処理部１１
４を記録再生部１００に取り込み、外部制御部１０８を経て、ＭＰＥＧ２－ＰＳを扱う構
成となる。本構成により、記録媒体２０６と記録媒体２１１間のコンテンツのコピー，移
動には、外部制御部１０８からの制御と独立することが可能となり、高速処理が可能とな
る。
【００４１】
　また、記録再生部１００，３００を１チップのＬＳＩとして説明したが、ＣＰＵ，バッ
ファ，エンコーダ，デコーダやその他構成部に関しても、別チップとして構成しても同様
な効果が得られる。
【実施例７】
【００４２】
　図１１は、実施例７を説明するためのブロック図である。本実施例は、ＣＰＵ３０８に
より、エンコーダ３０２がアナログ放送をＭＰＥＧ２－ＰＳとＭＰＥＧ２－ＴＳの双方に
エンコード可能な機能を有する例である。
【００４３】
　実施例２と異なる点は、ＭＰＥＧ２－TＳにエンコード時とＭＰＥＧ２－ＰＳにエンコ
ード時で記録媒体２０６に記録するパスが異なることである。ＣＰＵ３０８によりエンコ
ーダ３０２が、ＭＰＥＧ２－ＰＳにエンコード時は、実施例２と同一経路で、記録媒体２
０６に記録する。そして再生時には、デコーダ２０３がＭＰＥＧ２－ＴＳ用のデコーダで
あるため、ＭＰＥＧ２－ＰＳの再生には使用できない為、記録媒体制御部３０３が、記録
媒体２０６から記録媒体制御部１０７→アービタ１０４→バッファ１０５→アービタ１０
４→外部制御部１０８のパスで、ＭＰＥＧ２－ＰＳを読み出し、デコーダ３０４にてデコ
ードする。デコードした信号を描画処理部２０４でディジタル放送系と選択して出力する
方式により、アナログ放送とディジタル放送を記録媒体２０６に記録または再生すること
が可能となる。
【００４４】
　次に、ＣＰＵ３０８によりエンコーダ３０２がＭＰＥＧ２－ＴＳにエンコード時は、出
力端子３１３から記録再生部１００の入力端子１１７にＭＰＥＧ２－ＴＳを送信する。入
力されたＭＰＥＧ２－ＴＳはタイミング制御部１１８にて、タイムスタンプを付加し記録
媒体２０６に記録される。再生時は、デコーダ２０３にてデコードする構成となる。
【００４５】
　本構成により、アナログ放送を圧縮符号化するエンコーダが、ＭＰＥＧ２－ＴＳ，ＰＳ
どちらにエンコードする方式であっても、記録再生が可能となる。
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【００４６】
　また、記録再生部１００，３００を１チップのＬＳＩとして説明したが、ＣＰＵ，バッ
ファ，エンコーダ，デコーダやその他構成部に関しても、別チップとして構成しても同様
な効果が得られる。
【実施例８】
【００４７】
　図１２は、実施例８を説明するためのブロック図である。本実施例では、デコーダ２０
３の出力を記録再生部３００の入力端子３１４に接続し、切替部３１５にて、アナログ放
送系のデコーダ２１０からの信号と切り替える構成とした。これにより、ディジタル放送
をＭＰＥＧ２－ＴＳで記録したコンテンツを、記録時と異なる圧縮比でエンコードして、
記録媒体に記録しなおすことが可能となる。本実施例においては、エンコーダ３０２を切
替部３１５にて共用して使用したが、入力端子３１４専用として、更に第２のエンコーダ
を配置して、スイッチを削除した構成でも同様な効果を得ることができる。
【実施例９】
【００４８】
　図１３は、実施例７を説明するためのブロック図である。本実施例では、記録再生部１
００を制御するＣＰＵ１１０と記録再生部３００を制御するＣＰＵ３０８を、例えば、シ
リアル通信インタフェース１２０，３０８などにより、制御コマンドを送受信し、記録媒
体２０６，２１１への記録再生を制御する構成を想定する。
【００４９】
　ここで、比較的高速なレスポンスが必要となる動作状態や動作モードを決定するコマン
ドをシリアル通信インタフェースで行い、動作速度を重要としないステータス等の情報は
、外部制御部１０９と記録媒体制御部３０３によるインタフェースにて実現することで、
ＣＰＵ１１０、３０８の通信が効率よく行うことができる。
【００５０】
　なお、上記実施例では、デジタル放送系の記録再生部１００に備わった外部制御部１０
８が接続部１０９により入力される制御信号に基づいて記録媒体２０６に記録するための
制御を統括するように構成したが、アナログ放送系の記録再生部３００の方に外部制御部
と同様の構成を設けるようにしても構わない。これにより、既存のアナログ放送系の記録
再生装置の構成を活用することができ、システム変更にかかる労力やコストを軽減するこ
とができる。
【００５１】
　また、上記実施例では、デジタル放送系、アナログ放送系といった系統のユニットを想
定したが、別段これに限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明第１の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図２】ＡＴＡインタフェースのコマンドプロトコルを示す図である。
【図３】ＡＴＡインタフェースのパラメータとコマンドを示す図である。
【図４】ＡＴＡＰＩのコマンドプロトコルを示す図である。
【図５】ＡＴＡＰＩコマンドを示す図である。
【図６】本発明第２の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図７】本発明第３の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図８】本発明第４の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図９】本発明第５の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図１０】本発明第６の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図１１】本発明第７の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図１２】本発明第８の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図１３】本発明第９の実施例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
【図１４】従来例による記録再生装置のブロック構成を示す図である。
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【図１５】ＭＰＥＧ２－ＴＳの構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
100、300…記録再生部，101、117、301、314…入力部，102、118…タイミング調整部,103
、119、205、305、313…出力部,104、306…アービタ,105、307…バッファ，106、115、30
3、309…記録媒体制御部，107、109、116、310、311…接続部，108…外部制御部，110,30
8…ＣＰＵ，111…リモコンＩＦ，112…受講部，113、114…暗号復号制御部，201…ディジ
タル放送チューナ，202…フィルタリング部，203、304…デコーダ，204…描画処理部，20
6、211…記録媒体，207…アナログ放送チューナ，208…ゴースト除去処理部，209…三次
元映像処理部，210…ＮＴＳＣデコーダ，302…エンコーダ，311…リモコンＩＦ,312…受
光部,315…切替部,120、316…シリアルＩＦ,401…デバイスセレクションプロトコル処理
，402…パラメータ設定処理，403…コマンド発行処理、404…データ転送処理、430…ＡＴ
ＡＰＩコマンド処理、405、406、407、408、409、410、411、412、420、421、422、423、
424、425、426、427…レジスタ，501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、
511、512、…パラメータ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図１２】 【図１３】
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