
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルサービス信号を収容するデジタルサービス信号収容手段と、
　アナログ系同報サーバ手段から送信される同報サービス用アナログサービス信号を収容
するアナログサービス信号収容手段と、
　

　を含むサービス信号収容装置と、
　

デジタル伝送路と前 報サービス用アナログサービス信号を伝送するアナログ伝送路
とを 収容する管路により前記サービス信号収容装置に接続され、
　前記管路に収容されているデジタル伝送路から受信した前記デジタルサービス信号を変
調してアナログサービス信号に変換する変調手段と、
　該変調手段から出力されるアナログサービス信号と前記管路に収容されているアナログ
伝送路から受信した前記同報サービス用アナログサービス信号とを混 るアナログサー
ビス信号混合手段と、
　

　を含む加入者終端装置と、
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前記デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号を伝送するデジタ
ル伝送路に、前記アナログサービス信号収容手段が収容する同報サービス用アナログサー
ビス信号を転送する手段と、

前記デジタル伝送路に前記同報サービス用アナログサービス信号が転送されることで前
記 記同

共有して

合す

前記アナログサービス信号混合手段によって混合されたアナログサービス信号と同報サ
ービス用アナログサービス信号とを出力する手段と、



　を含むことを特徴とするアナログ系同報サービスとデジタル系サービスとが混在したサ
ービス分配システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のサービス分配システムに使用するサービス信号収容装置であって、
　デジタルサービス信号を収容するデジタルサービス信号収容手段と、
　アナログ系同報サーバ手段から送信される同報サービス用アナログサービス信号を収容
するアナログサービス信号収容手段と、
　

　を含むことを特徴とするサービス信号収容装置。
【請求項３】
　請求項 に記載のサービス分配システムに使用される
　サービス信号収容装置内のデジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス
信号を伝送するデジタル伝送路 前記サービス信号収容手段内のアナログサービス信号収
容手段が収容する同報サービス用アナログサービス信号

を伝送するアナログ伝送路とを
収容する管路により前記サービス信号収容装置に接続さ

　前記管路に収容されているデジタル伝送路から受信した前記デジタルサービス信号を変
調してアナログサービス信号に変換する変調手段と、
　該変調手段から出力されるアナログサービス信号と前記管路に収容されているアナログ
伝送路から受信した前記同報サービス用アナログサービス信号とを混 るアナログサー
ビス信号混合手段と、
　

　を含むことを特徴とする加入者終端装置。
【請求項４】
　デジタルサービス信号を収容するデジタルサービス信号収容手段と、
　該デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号のうち同報サービス
用デジタルサービス信号を変調して同報サービス用アナログサービス信号に変換する

変調手段と、
　アナログ系同報サーバ手段から送信される同報サービス用アナログサービス信号を収容
するアナログサービス信号収容手段と、
　該アナログサービス信号収容手段が収容する同報サービス用アナログサービス信号と前
記 変調手段が出力する同報サービス用アナログサービス信号とを混合する混合手段
と、
　

　を含むサービス信号収容装置と、
　

デジタル伝送路と前 報サービス用アナログサービス信号を伝送するアナログ伝送路
とを 収容する管路により前記サービス信号収容装置に接続され、
　前記管路に収容されているデジタル伝送路から受信した前記デジタルサービス信号を変
調してアナログサービス信号に変換する 変調手段と、
　該 変調手段から出力されるアナログサービス信号と前記管路に収容されているア
ナログ伝送路から受信した前記同報サービス用アナログサービス信号とを混 るアナロ
グサービス信号混合手段と、
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前記デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号を伝送するデジタ
ル伝送路に、前記アナログサービス信号収容手段が収容する同報サービス用アナログサー
ビス信号を転送する手段と、

１ 加入者終端装置であって、

に
が転送されることで、前記デジタ

ル伝送路と前記前記同報サービス用アナログサービス信号
共有して れ、

合す

前記アナログサービス信号混合手段によって混合されたアナログサービス信号と同報サ
ービス用アナログサービス信号とを出力する手段と、

第１
の

第１の

前記デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号のうち前記同報サ
ービス用デジタルサービス信号以外のデジタルサービス信号を伝送するデジタル伝送路に
、前記混合手段が出力する同報サービス用アナログサービス信号を転送する手段と、

前記デジタル伝送路に前記同報サービス用アナログサービス信号が転送されることで前
記 記同

共有して

第２の
第２の

合す

前記アナログサービス信号混合手段によって混合されたアナログサービス信号と同報サ
ービス用アナログサービス信号とを出力する手段と、



　を含む加入者終端装置と、
　を含むことを特徴とするアナログ系同報サービスとデジタル系サービスとが混在したサ
ービス分配システム。
【請求項５】
　前記デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号のうち同報サービ
ス用デジタルサービス信号は、ニア・ビデオ・オン・デマンド・サービスのための信号で
ある、
　ことを特徴とする請求項４に記載のアナログ系同報サービスとデジタル系サービスとが
混在したサービス分配システム。
【請求項６】
　前記デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号のうち同報サービ
ス用デジタルサービス信号は、デジタル画像符号化された信号である、
　ことを特徴とする請求項４に記載のアナログ系同報サービスとデジタル系サービスとが
混在したサービス分配システム。
【請求項７】
　請求項４乃至６の何れか１項に記載のサービス分配システムに使用するサービス信号収
容装置であって、
　デジタルサービス信号を収容するデジタルサービス信号収容手段と、
　該デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号のうち同報サービス
用デジタルサービス信号を変調して同報サービス用アナログサービス信号に変換する変調
手段と、
　アナログ系同報サーバ手段から送信される同報サービス用アナログサービス信号を収容
するアナログサービス信号収容手段と、
　該アナログサービス信号収容手段が収容する同報サービス用アナログサービス信号と前
記変調手段が出力する同報サービス用アナログサービス信号とを混合する混合手段と、
　

　を含むことを特徴とするサービス信号収容装置。
【請求項８】
　請求項４乃至６の何れか１項に記載のサービス分配システムに使用される

　サービス信号収容装置内のデジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス
信号のうち前記同報サービス用デジタルサービス信号以外のデジタルサービス信号を伝送
するデジタル伝送路 前記サービス信号収容装置内の混合手段が出力する同報サービス用
アナログサービス信号

を伝送するアナログ伝送路とを 収容する管路により前記
サービス信号収容装置に接続さ
　前記管路に収容されているデジタル伝送路から受信した前記デジタルサービス信号を変
調してアナログサービス信号に変換する変調手段と、
　該変調手段から出力されるアナログサービス信号と前記管路に収容されているアナログ
伝送路から受信した前記同報サービス用アナログサービス信号とを混 るアナログサー
ビス信号混合手段と、
　

　を含むことを特徴とする加入者終端装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ケーブルテレビジョン（ＣＡＴＶ）等のアナログ系同報サービスとＮＶＯＤ（
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前記デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサービス信号のうち前記同報サ
ービス用デジタルサービス信号以外のデジタルサービス信号を伝送するデジタル伝送路に
、前記混合手段が出力する同報サービス用アナログサービス信号を転送する手段と、

加入者終端装
置であって、

に
が転送されることで、前記デジタル伝送路と前記前記同報サービス

用アナログサービス信号 共有して
れ、

合す

前記アナログサービス信号混合手段によって混合されたアナログサービス信号と同報サ
ービス用アナログサービス信号とを出力する手段と、



Near Video-On-Demand）等のデジタル系サービスとが混在したサービスの分配方式に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
マルチメディア技術と伝送路技術の発達により、従来からのケーブルテレビジョン（ＣＡ
ＴＶ）網等のアナログ系同報サービス網に、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ :Video-On-
Demand）、ニア・ビデオ・オン・デマンド（ＮＶＯＤ :Near Video-On-Demand ）等のデジ
タル・ソースを信号源とするデジタル系サービスを混在させて各加入者に提供する技術が
開発されつつある。ここで、ビデオ・オン・デマンド・サービスは、各加入者から任意の
ビデオソースへのアクセス要求が発生すると、各加入者に対して個別に、要求されたビデ
オソースの信号が提供されるサービスである。一方、ニア・ビデオ・オン・デマンド・サ
ービスは、複数の加入者に複数のビデオソースの信号が同報的に供給され、各加入者は、
それらの供給されている複数のビデオソースから任意のものを選択することのできるサー
ビスである。
【０００３】
図５に、アナログ系同報サービス網にデジタル系サービスを混在させるための従来技術を
示す。
ＣＡＴＶ－ＨＥ（ CAble TeleVision-Head End ）５０１から送信されたアナログＣＡＴＶ
信号は、 #1～＃ｎの管路５０４に収容される各アナログ伝送路によって #1～＃ｎのＯＮＵ
（ Optical Network Unit）５０２に伝送される。各ＯＮＵ５０２は、受信したアナログＣ
ＡＴＶ信号を、同軸ケーブルにより、複数の加入者毎に設置されたＳＴＢ（ Set Top Box 
）５０３に分配する。この構成が、従来からのアナログＣＡＴＶ網である。
【０００４】
一方、ＶＯＤ又はＮＶＯＤ等のデジタル系サービスを提供する、特には図示しないデジタ
ル・ソースからのデジタルサービス信号は、ＨＤＴ（ Host DigitalTerminal）５０６で受
信された後、 #1～＃ｎの管路５０７に収容される各デジタル伝送路によって #1～＃ｎのＯ
ＮＵ５０２に伝送される。各ＯＮＵ５０２では、上記デジタルサービス信号は、変調器５
０８によってＱＡＭ、ＶＳＢ等の変調方式で変調されてアナログサービス信号に変換され
た後、そのアナログサービス信号は、ミキサ（ＭＩＸ）５０５によってアナログＣＡＴＶ
信号と混合され、同軸ケーブルにより、複数の加入者毎に設置されたＳＴＢ５０３に分配
される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記従来技 は、ＣＡＴＶ－ＨＥ５０１から各ＯＮＵ５０２へアナログＣＡ
ＴＶ信号を伝送するための管路５０４に収容されるアナログ伝送路のルートと、ＨＤＴ５
０６から各ＯＮＵ５０２へデジタルサービス信号を伝送するための管路５０７に収容され
るデジタル伝送路のルートとが完全に分離されているため、 #１～＃ｎの各アナログ伝送
路用管路５０４及び #１～＃ｎの各デジタル伝送路用管路５０７を別々に設置する必要が
あり、必要な設備が増加してしまうという第１の問題点を有している。
【０００６】
また、ＮＶＯＤサービス等のデジタル同報系サービスの信号が各加入者に分配される場合
は、各加入者には同じデジタルサービス信号が同報的に分配されるため、ＨＤＴ５０６か
ら #1～＃ｎの各ＯＮＵ５０２には同じデジタルサービス信号が分配される。そして、上記
従来技術においては、各ＯＮＵ５０２には、各管路５０７に収容されるデジタル伝送路か
ら入力された共通のデジタルサービス信号を共通のアナログサービス信号に変換するため
の変調器５０８が各ＯＮＵ５０２間で重複して必要となり、必要な設備が増大していしま
うという第２の問題点を有している。
【０００７】
本発明は、アナログ系同報サービスとデジタル系サービスとを効率良く混在可能とするこ
とを目的とする。
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術で



【０００８】
【課題を解決するための手段】
まず、本発明の第１の態様について説明する。
始めに、デジタルサービス信号収容手段とアナログサービス信号収容手段とを含むサービ
ス信号収容装置（ＨＤＴ１０２）を有する。
【０００９】
ここで、デジタルサービス信号収容手段（デジタル部１０２－１）は、デジタルサービス
信号（デジタルサービス信号１０３）を収容する。
また、アナログサービス信号収容手段（アナログ部１０２－２）は、アナログ系同報サー
バ手段（ＣＡＴＶ－ＨＥ１０１）から送信される同報サービス用アナログサービス信号（
アナログＣＡＴＶ信号１０４）を収容する。
【００１０】
次に、サービス信号収容装置内のデジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサー
ビス信号を伝送するデジタル伝送路とサービス信号収容装置内のアナログサービス信号収
容手段が収容する同報サービス用アナログサービス信号を伝送するアナログ伝送路とを収
容する管路（管路１０５）によりサービス信号収容装置に接続され、変調手段とアナログ
サービス信号混合手段とを含む加入者終端装置（ＯＮＵ１０６）を有する。
【００１１】
ここで、変調手段（変調器１０８）は、上述の管路に収容されているデジタル伝送路から
受信したデジタルサービス信号を変調してアナログサービス信号に変換する。
【００１２】
また、アナログサービス信号混合手段（ミキサ１０７）は、変調手段から出力されるアナ
ログサービス信号と上述の管路に収容されているアナログ伝送路から受信した同報サービ
ス用アナログサービス信号とを混合して加入者に向け出力する。
【００１３】
続いて、本発明の第２の態様について説明する。
始めに、デジタルサービス信号収容手段と変調手段とアナログサービス信号収容手段と混
合手段とを含むサービス信号収容装置（ＨＤＴ２０２）を有する。
【００１４】
ここで、デジタルサービス信号収容手段（デジタル部２０２－１）は、デジタルサービス
信号（デジタルサービス信号２０３）を収容する。
また、変調手段（変調器２０６）は、デジタルサービス信号収容手段が収容するデジタル
サービス信号のうち同報サービス用デジタルサービス信号（同報サービス用のデジタルサ
ービス信号２０５）を変調して同報サービス用アナログサービス信号に変換する。この同
報サービス用デジタルサービス信号は、例えば、ニア・ビデオ・オン・デマンド・サービ
スのための信号又はデジタル画像符号化された信号等である。
【００１５】
また、アナログサービス信号収容手段（アナログ部２０２－２）は、アナログ系同報サー
バ手段（ＣＡＴＶ－ＨＥ２０１）から送信される同報サービス用アナログサービス信号（
アナログＣＡＴＶ信号２０４）を収容する。
【００１６】
更に、混合手段（ミキサ２０７）は、アナログサービス信号収容手段が収容する同報サー
ビス用アナログサービス信号と変調手段（変調器２０６）が出力する同報サービス用アナ
ログサービス信号とを混合する。
【００１７】
次に、サービス信号収容装置内のデジタルサービス信号収容手段が収容するデジタルサー
ビス信号のうち同報サービス用デジタルサービス信号以外のデジタルサービス信号を伝送
するデジタル伝送路とサービス信号収容装置内の混合手段が出力する同報サービス用アナ
ログサービス信号を伝送するアナログ伝送路とを収容する管路（管路２０９）によりサー
ビス信号収容装置に接続され、変調手段とアナログサービス信号混合手段とを含む加入者
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終端装置（ＯＮＵ２１０）を有する。
【００１８】
ここで、変調手段（変調器２１２）は、上述の管路に収容されているデジタル伝送路から
受信したデジタルサービス信号を変調してアナログサービス信号に変換する。
【００１９】
アナログサービス信号混合手段（ミキサ２１１）は、変調手段（変調器２１２）から出力
されるアナログサービス信号と上述の管路に収容されているアナログ伝送路から受信した
同報サービス用アナログサービス信号とを混合して加入者に向け出力する。
【００２０】
【作用】
本発明の第１の態様では、アナログ系同報サーバ手段から送信される同報サービス用アナ
ログサービス信号が、デジタルサービス信号が収容されるサービス信号収容装置に転送さ
れることにより、同報サービス用アナログサービス信号を各加入者終端装置に伝送するた
めのアナログ伝送路を、デジタルサービス信号を加入者終端装置に伝送するためのデジタ
ル伝送路が収容される管路に共有させて収容することができる。この結果、管路の本数が
削減され、必要な設備が削減される。
【００２１】
本発明の第２の態様では、第１の態様と同様の作用に加えて、ニア・ビデオ・オン・デマ
ンド・サービスやリアルタイム映像等の同報サービス用デジタルサービス信号は、サービ
ス信号収容装置内の変調手段により変調されて同報サービス用アナログサービス信号に変
換され、アナログ系同報サーバ手段から伝送されてきた同報サービス用アナログサービス
信号と混合されてから、加入者終端装置に伝送される。従って、各加入者終端装置は、Ｖ
ＯＤ等の個別分配サービス用デジタルサービス信号を変調するための変調手段のみを内蔵
すればよく、同報サービス用デジタルサービス信号を変調するための変調手段は内蔵する
必要がない。この結果、変調手段の数が削減され、必要な設備が削減される。
【００２２】
【実施例】
以下、図面を参照しながら本発明の実施例につき詳細に説明する。

図１は、本発明の第１の実施例の構成図である。
【００２３】
ＣＡＴＶ－ＨＥ（ CAble TeleVision-Head End ）１０１から送信されたアナログＣＡＴＶ
信号１０４は、まず、ＨＤＴ（ Host DigitalTerminal）１０２内のアナログ部１０２－２
に収容された後に、 #1～＃ｎの管路１０５に収容されるアナログ伝送路によって #1～＃ｎ
のＯＮＵ（ Optical Network Unit）１０６に伝送される。各ＯＮＵ１０６は、受信したア
ナログＣＡＴＶ信号１０４を、ミキサ（ＭＩＸ）１０７を介して、同軸ケーブルにより、
複数の加入者毎に設置されたＳＴＢ１０９に分配する。
【００２４】
一方、ＶＯＤ又はＮＶＯＤ等のデジタル系サービスを提供する、特には図示しないデジタ
ル・ソースからのデジタルサービス信号１０３は、ＨＤＴ１０２内のデジタル部１０２－
１に収容された後に、 #1～＃ｎの管路１０５に収容されるデジタル伝送路によって #1～＃
ｎのＯＮＵ１０６に伝送される。各ＯＮＵ１０６では、上記デジタルサービス信号１０３
は、変調器１０８によりＱＡＭ、ＶＳＢ等の変調方式で変調されてアナログサービス信号
に変換される。この場合、例えばＮＶＯＤサービス用のチャネルは変調器１０８－１によ
って変調され、ＶＯＤサービス用のチャネルは変調器１０８－２によって変調される。こ
の結果出力されるアナログサービス信号は、ミキサ１０７によってアナログＣＡＴＶ信号
１０４と混合され、同軸ケーブルにより、複数の加入者毎に設置されたＳＴＢ１０９に分
配される。
【００２５】
以上の説明から理解されるように、第１の実施例では、ＣＡＴＶ－ＨＥ１０１から送信さ
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れたアナログＣＡＴＶ信号１０４がＨＤＴ１０２に転送されることにより、アナログＣＡ
ＴＶ信号１０４を #1～＃ｎのＯＮＵ１０６に伝送するための #1～＃ｎのアナログ伝送路を
、デジタルサービス信号１０３を #1～＃ｎのＯＮＵ１０６に伝送するための #1～＃ｎの各
デジタル伝送路が収容される #1～＃ｎの管路１０５に共有させて収容することができる。
この結果、必要な管路１０５の本数は、ｎ本となり、図５に示される従来技術の場合にお
ける本数２×ｎ本の半分となる。このように、第１の実施例によって、必要な設備を削減
することができる。
【００２６】
なお、１つのＨＤＴ１０２は多数（第１の実施例ではｎ個）のＯＮＵ１０６を収容してお
り、アナログ系同報サービスとデジタル系サービスとが混在した網全体でのＨＤＴ１０２
の数はＯＮＵ１０６の数に比較して非常に少ない。従って、アナログＣＡＴＶ信号１０４
をＣＡＴＶ－ＨＥ１０１からＨＤＴ１０２まで伝送するためのルートを設けることによる
必要な設備の増加は、少なくて済む。
【００２７】
また、第１の実施例の場合、 #1～＃ｎのＯＮＵ１０６全体で必要な変調器１０８の数は、
以下に示される如くとなる。
ＮＶＯＤサービスチャネル用の変調器１０８－１の数
：ｘチャネル分×ｎ台（ＯＮＵ１０６の数）　　　　・・・▲１▼
ＶＯＤサービスチャネル用の変調器１０８－２の数
：ｙ 1  チャネル分＋・・・＋ｙ n チャネル分　　　　・・・▲２▼
この▲１▼＋▲２▼の全体数は、図５に示される従来技術の場合と同じである。

図２は、本発明の第２の実施例の構成図である。
【００２８】
ＣＡＴＶ－ＨＥ２０１から送信されたアナログＣＡＴＶ信号２０４は、まず、ＨＤＴ２０
２内のアナログ部２０２－２内のミキサ（ＭＩＸ）２０７において、変調器２０６から出
力される後述するアナログサービス信号と混合される。この結果、ミキサ２０７から出力
されるアナログサービス信号２０８は、 #1～＃ｎの管路２０９に収容されるアナログ伝送
路により #1～＃ｎのＯＮＵ２１０に伝送される。各ＯＮＵ２１０は、受信したアナログサ
ービス信号２０８を、ミキサ（ＭＩＸ）２１１を介して、同軸ケーブルにより、複数の加
入者毎に設置されたＳＴＢ２１３に分配する。
【００２９】
一方、特には図示しないデジタル・ソースからのデジタルサービス信号２０３のうち、Ｖ
ＯＤ等の各加入者別（ＳＴＢ別）の個別分配サービス用のデジタルサービス信号２０４は
、ＨＤＴ２０２内のデジタル部２０２－１に収容された後、 #1～＃ｎの管路２０９に収容
されるデジタル伝送路によって #1～＃ｎのＯＮＵ２１０に伝送される。各ＯＮＵ２１０で
は、上記個別分配サービス用のデジタルサービス信号２０４は、変調器２１２により変調
されてアナログサービス信号に変換される。このアナログサービス信号は、ミキサ２１１
によって同報サービス用のアナログサービス信号２０８と混合され、同軸ケーブルにより
、複数の加入者毎に設置されたＳＴＢ２１３に分配される。
【００３０】
また、特には図示しないデジタル・ソースからのデジタルサービス信号２０３のうち、Ｎ
ＶＯＤ等の同報サービス用のデジタルサービス信号２０５は、ＨＤＴ２０２内のデジタル
部２０２－１内の変調器２０６により変調されてアナログサービス信号に変換される。こ
のアナログサービス信号は、ミキサ２０７によってＣＡＴＶ－ＨＥ２０１からのアナログ
ＣＡＴＶ信号２０４と混合される。この結果、ミキサ２０７から出力される同報サービス
用のアナログサービス信号２０８は、前述したように、 #1～＃ｎの管路２０９に収容され
るアナログ伝送路により #1～＃ｎのＯＮＵ２１０に伝送され、更に、複数の加入者毎に設
置されたＳＴＢ２１３に分配される。
【００３１】
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以上の説明から理解されるように、第２の実施例では、第１の実施例の場合と同様に、Ｃ
ＡＴＶ－ＨＥ２０１から送信されたアナログＣＡＴＶ信号２０４がＨＤＴ２０２に転送さ
れることにより、アナログＣＡＴＶ信号２０４を #1～＃ｎのＯＮＵ２１０に伝送するため
の #1～＃ｎのアナログ伝送路を、デジタルサービス信号２０４を #1～＃ｎのＯＮＵ２１０
に伝送するための #1～＃ｎの各デジタル伝送路が収容される #1～＃ｎの管路２０９に共有
させて収容することができる。必要な設備を削減することができる。
【００３２】
これに加えて、第２の実施例では、ＮＶＯＤ等の同報サービス用のデジタルサービス信号
２０５は、ＨＤＴ２０２内の変調器２０６により変調されてアナログサービス信号に変換
され、アナログＣＡＴＶ信号２０４と混合されてから、 #1～＃ｎのＯＮＵ２１０に伝送さ
れる。従って、各ＯＮＵ２１０は、ＶＯＤ等の個別分配サービス用のデジタルサービス信
号２０４を変調するための変調器２１２のみを内蔵すればよく、図１の変調器１０８－１
のような、ＮＶＯＤ等の同報サービス用のデジタルサービス信号を変調するための変調器
は内蔵する必要がない。具体的には、第２の実施例の場合、網全体で必要な変調器の数は
、以下に示される如くとなる。
【００３３】
ＮＶＯＤサービスチャネル用の変調器２０６の数
：ｘチャネル分×１台　　　　　　　　　　　　　　・・・▲３▼
ＶＯＤサービスチャネル用の変調器２１２の数
：ｙ 1  チャネル分＋・・・＋ｙ n チャネル分　　　　・・・▲２▼
この▲３▼＋▲２▼の全体数は、図５に示される従来技術又は図１に示される第１の実施
例の場合に比較して、▲３▼－▲１▼の差の分だけ少なくて済む。このように、第２の実
施例では、ＮＶＯＤ等の同報サービス用のデジタルサービス信号２０５を変調するための
変調器をＨＤＴ２０２内に内蔵させることによって、必要な設備を削減することができる
。

図３は、本発明の第３の実施例の構成図である。
【００３４】
この実施例は、上述した本発明の第２の実施例を、ＶＯＤ／ＮＶＯＤサービス用システム
として、より具体化したものである。
第３の実施例において、図２に示される第２の実施例の場合と同じ番号が付された部分は
、第２の実施例の場合と同じ機能を有する。
【００３５】
図３で、ＶＯＤ／ＮＶＯＤサーバ３０１から出力されるデジタルサービス信号のうち、Ｖ
ＯＤ等の個別分配サービス用のデジタルサービス信号２０４は、ＡＴＭ（ Asynchronous T
ransfer mode）交換機などの交換機３０２によってスイッチされた後に、第２の実施例の
場合と同様に、ＨＤＴ２０２内のデジタル部２０２－１に収容され、 #1～＃ｎの管路２０
９に収容されるデジタル伝送路によって #1～＃ｎのＯＮＵ２１０に伝送される。
【００３６】
また、ＶＯＤ／ＮＶＯＤサーバ３０１から出力されるデジタルサービス信号のうち、ＮＶ
ＯＤデジタルサービス信号２０５は、第２の実施例の場合と同様に、直接ＨＤＴ２０２内
のデジタル部２０２－１内の変調器２０６により変調されてアナログサービス信号に変換
される。
【００３７】
以上説明した第３の実施例では、第２の実施例の場合と同様に、ＮＶＯＤサービス用のデ
ジタルサービス信号２０５を変調するための変調器をＨＤＴ２０２内に内蔵させることに
よって、必要な設備を削減することができる。

図４は、本発明の第４の実施例の構成図である。
【００３８】
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この実施例は、前述した本発明の第２の実施例を、ＶＯＤサービス／リアルタイム映像提
供サービス用システムとして、より具体化したものである。
第４の実施例において、図２に示される第２の実施例の場合と同じ番号が付された部分は
、第２の実施例の場合と同じ機能を有する。
【００３９】
図４において、ＶＯＤサーバ４０１から出力される個別分配サービス用のデジタルサービ
ス信号２０４は、ＡＴＭ交換機などの交換機４０２によってスイッチされた後に、第２の
実施例の場合と同様に、ＨＤＴ２０２内のデジタル部２０２－１に収容され、 #1～＃ｎの
管路２０９に収容されるデジタル伝送路によって #1～＃ｎのＯＮＵ２１０に伝送される。
【００４０】
また、特には図示しないソースから入力されたニュース映像等のリアルタイム映像信号４
０３は、例えばＭＰＥＧ符号化装置４０４によって圧縮及び符号化され、その結果得られ
る同報サービス用のデジタルサービス信号２０５は、第２の実施例の場合と同様に、直接
ＨＤＴ２０２内のデジタル部２０２－１内の変調器２０６により変調されてアナログサー
ビス信号に変換される。
【００４１】
以上説明した第４の実施例では、第２の実施例の場合と同様に、リアルタイム映像である
同報サービス用のデジタルサービス信号２０５を変調するための変調器をＨＤＴ２０２内
に内蔵させることによって、必要な設備を削減することができる。
【００４２】
なお、第４の実施例の構成においては、ＳＴＢ２１３は、受信したアナログサービス信号
からＭＰＥＧ符号化されたデジタルサービス信号を分離し、元のリアルタイム映像信号を
復号する機能を備えている。
【００４３】
【発明の効果】
本発明の第１の態様によれば、同報サービス用アナログサービス信号を各加入者終端装置
に伝送するためのアナログ伝送路を、デジタルサービス信号を加入者終端装置に伝送する
ためのデジタル伝送路が収容される管路に共有させて収容することが可能となるため、管
路の本数の削減が可能となり、必要な設備の削減が達成される。
【００４４】
本発明の第２の態様によれば、第１の態様と同様の効果に加えて、ニア・ビデオ・オン・
デマンド・サービスやリアルタイム映像等の同報サービス用デジタルサービス信号は、サ
ービス信号収容装置内の変調手段により変調されて同報サービス用アナログサービス信号
に変換され、アナログ系同報サーバ手段から伝送されてきた同報サービス用アナログサー
ビス信号と混合されてから、加入者終端装置に伝送されるため、各加入者終端装置は、Ｖ
ＯＤ等の個別分配サービス用デジタルサービス信号を変調するための変調手段のみを内蔵
すればよく、同報サービス用デジタルサービス信号を変調するための変調手段は内蔵する
必要がない。この結果、変調手段の数の削減が可能となり、必要な設備の削減が達成され
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の構成図である。
【図２】本発明の第２の実施例の構成図である。
【図３】本発明の第３の実施例の構成図である。
【図４】本発明の第４の実施例の構成図である。
【図５】従来技術の構成図である。
【符号の説明】
１０１、２０１、５０１　　　　　　　　　　ＣＡＴＶ－ＨＥ
１０２、２０２、５０６　　　　　　　　　　ＨＤＴ
１０３、２０３　　　　　　　　　　　　　　デジタルサービス信号
１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　アナログＣＡＴＶ信号
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１０５、２０９、５０４、５０７　　　　　　管路
１０６、２１０、５０２　　　　　　　　　　ＯＮＵ
１０７、２０７、２１１、５０５　　　　　　ミキサ（ＭＩＸ）
１０８、２０６、２１２、５０８　　　　　　変調器
１０９、２１３、５０３　　　　　　　　　　ＳＴＢ
２０４　　　　　　　　　　　個別分配サービス用のデジタルサービス信号
２０５　　　　　　　　　　　同報分配サービス用のデジタルサービス信号
２０８　　　　　　　　　　　同報サービス用のアナログサービス信号
３０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＶＯＤ／ＮＶＯＤサーバ
３０２、４０２　　　　　　　　　　　　　　交換機
４０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＶＯＤサーバ
４０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアルタイム映像信号
４０４　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＰＥＧ符号化装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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