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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ配信ネットワークで有用となる統計的多重化装置であって、
　複数のＮ個の入力待ち行列の中から、複数の異なる番組に対応したコンテンツデータパ
ケットを選択的に取り出す第一の処理と、
　前記取り出されたコンテンツデータパケットを、Ｍ個のＲＦチャンネルに選択的に割り
当てる第二の処理と、を含み、
　前記複数の異なる番組の少なくとも一つの第一の部分集合に対応するパケットは、前記
Ｍ個のＲＦチャンネルの複数のものを介して統計的に多重化されることであり、前記複数
の異なる番組の少なくとも一つの第二の部分集合に対応するパケットが前記Ｍ個のＲＦチ
ャンネルのうちの一つのみについて統計的に多重化されることである、ことを特徴とする
統計的多重化装置。
【請求項２】
　前記複数の異なる番組の前記第一の部分集合は、一つ以上の加入者の広帯域装置への供
給のための番組であり、また前記異なる番組の前記第二の部分集合は、加入者のレガシー
な装置への供給のための番組であること、を特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記複数の異なる番組は、ＨＤメディア番組であること、を特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項４】
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　前記複数のＲＦチャンネルのＭ個において前記取り出されたデータパケットを、伝送す
るための伝送装置を更に有すること、を特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記伝送装置は、前記複数のＲＦチャンネルと同じ数の複数の変調器を有すること、を
特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記複数の異なる番組の少なくとも一部分を量子化する量子化装置を更に有すること、
を特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記量子化装置は、前記Ｍ個のＲＦチャンネルの少なくとも一つでの瞬間の帯域幅の利
用可能性に関する情報を供給するものであり、その情報は、ＮからＭへのマッピングを決
定するために用いられること、を特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置において利用可能な帯域幅に関する、少なくとも一つの事業者が管理するルー
ルによって、統計的多重化が制御されること、を特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの事業者が管理するルールは：（１）ラウンドロビン形式（２）最
大負荷形式及び／または（３）最小負荷形式、の少なくとも一つを有すること、を特徴と
する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　複数のパケット待ち行列を更に有し、前記少なくとも一つの事業者が管理するルールは
、パケットの最大値を有する一つ以上のパケット待ち行列から優先的にパケットを取り出
すこと、を特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　複数のパケット待ち行列を更に有し、前記少なくとも一つの事業者が管理するルールは
、一つ以上のパケット待ち行列へのそれぞれの到達時間に基づいて、前記一つ以上のパケ
ット待ち行列から優先的にパケットを取り出すこと、を特徴とする請求項８に記載の装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権
　本出願は、２００４年１２月１５日出願の米国特許出願番号１１／０１３，６７１、発
明の名称“Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｄ
ｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｎｔ”に対して優先権を主張するものであり
、その全体を参照によりここに援用する。
【０００２】
発明の背景
１．発明の分野
　本発明は、一般的に、デジタルコンテンツ配信の分野に関するものである。一つの事例
的な側面として、本発明は、標準品位（ＳＤ）及び高品位（ＨＤ）テレビ番組などの一つ
あるいはそれ以上の数のサービスレベルを含む、広帯域トランスポートストリームの生成
、伝送、受信およびデコードを行う方法および装置に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
２．関連技術の説明
　従来のケーブルテレビネットワークでは、加入者宅内への伝送のための利用可能なスペ
クトル（“ダウンストリーム・スペクトル”）は、所定の周波数帯域（例えば、米国では
６ＭＨｚ）を有し、５４ＭＨｚから８６０ＭＨｚなどの下限周波数と上限周波数との間の
スペクトルスロットを占有するＲＦチャネルに分割されている。６ＭＨｚの帯域幅を持つ
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チャネルは、例えば、シングルチャネルのアナログテレビ番組又は、（ブロードキャスト
あるいはオンデマンド形式の）多重番組のデジタルテレビストリーム、あるいは、ＤＯＣ
ＳＩＳのダウンストリームトランスポートストリームを、加入者宅内に搬送するために用
いられる。
【０００４】
　ケーブル信号は、直交振幅変調（ＱＡＭ）手順を用いて伝送されるため、ＨＦＣシステ
ムで用いられる典型的な変調率（ＱＡＭ－２５６，ＱＡＭ－６４）に対する利用可能なペ
イロードのビット伝送速度は、概ね、例えば、（ＱＡＭ－２５６では）３８Ｍｂｐｓとな
る。ＭＰＥＧ－２のオーディオ・ビデオ圧縮方法を用いた従来のケーブルネットワークで
は、一つの６ＭＨｚのチャネルの利用可能な帯域幅（３８Ｍｂｐｓ）によって、約１０か
ら１２の標準品位のテレビ番組からなるグループを収容することができる。このテレビ番
組のグループは、通常、番組多重化装置を用いることにより、ケーブル中継局において生
成される。図１は、このような中継局において通常用いられる多重化段の機能ブロック図
を示したものである。この構成では、予め決められた数のＭＰＥＧ－２形式の番組は、量
子化段への入力となる一連の入力１００を含んでいる。この量子化段がそのように呼ばれ
る理由は、この段が、各ストリームのビット伝送速度をリアルタイムに変更できるからで
ある。これらのビット伝送速度に変更が加えられた番組は、多重化段１０４でともに多重
化され、多重化段は、シングルチャネル搬送波上での変調に好適な目標ビット伝送速度で
出力トランスポートストリーム１０６を生成する。また、多重化段は、フィードバック経
路１０８を介して、量子化段に対して実質的にリアルタイムのフィードバックを行う。
【０００５】
高品位サービス
　最近は、高品位テレビ（ＨＤＴＶ）が、テレビ番組を伝送し視聴するための、益々一般
的な方式となってきている。より多くの家庭とその他の施設が、高品位テレビ（ＨＤＴＶ
）を購入し始めている。この傾向に対応するため、ケーブルテレビ事業者は、ケーブルテ
レビ加入者に対して、高品位テレビ番組の提供を開始しており、また、最近は、高品位テ
レビ番組の“オンデマンド（ＯＤ）”サービスの提供も開始している。
【０００６】
　エンタテイメントに耐える水準のＨＤ番組の伝送には、ＳＤ番組の帯域幅の概ね４倍か
ら６倍の帯域幅が必要となる。例えば、地上波ＨＤＴＶ信号は、映像に関しては１９．２
Ｍｂｐｓのビット伝送速度を用いて送信されるが、このビット伝送速度は、ケーブルネッ
トワークを介したエンタテイメントに耐える水準のＨＤ番組の伝送に用いられる通常の３
Ｍｂｐｓから４Ｍｂｐｓよりも実質的に速いものである。最新のビデオ圧縮技術を用いた
としても、ケーブルテレビ事業者は、ＭＰＥＧ－２メインプロファイル・ハイレベル（Ｍ
Ｐ＠ＨＬ）ＨＤ番組を伝送するためには、さらに、１２Ｍｂｐｓから１５Ｍｂｐｓの速度
向上が必要となる。
【０００７】
　ＨＤ番組の伝送では、ネットワーク帯域を極めて広い範囲で利用することになるため、
ネットワーク事業者は、効率的なビット伝送速度によるＨＤ番組多重を実現するために、
上記の制限を緩和するための改良された方法を模索している。
【０００８】
ＨＤ信号の統計的多重化
　統計的多重化は、複数の番組を、単一のトランスポートストリームに効率的に収容する
ために用いられる技術である。この技術は、通常、ビデオコンテンツの圧縮容易性にもと
づいて、一つの番組を伝送するために必要な瞬間的な帯域幅に関して、時間軸上で揺らぎ
を与えるという原理にもとづいている。これにより、複数の番組に必要となる帯域幅のピ
ーク値に対する要求値をずらすことにより、効率的な帯域幅で多重番組の伝送を多重化す
ることが可能となる。従来の統計的多重化の方法では、多重化する番組数（すなわち、“
プール容量”）が多くなればなるほど、帯域を効率的に用いる機会がより増えるというこ
とが知られている。
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【０００９】
　しかし、従来の技術を用いて、ケーブルネットワークを介してＨＤ番組を伝送する場合
には、統計的多重化の適用は限定的なものとなる。この主たる理由は、ＨＤ番組では比較
的早いビット伝送速度となるため、６ＭＨｚのケーブルチャネルに対応した通常のトラン
スポートストリームでは、２から３のＨＤ番組数しか搬送できないということにある。こ
の状況は、他のＨＤあるいはＳＤ番組との多重化において、ＨＤ番組を統計的多重化する
有効性を制限してしまう。
【００１０】
　従って、多数のＨＤ番組を含むトランスポート多重の生成と伝送を可能とし、以って、
ネットワークを介して伝送する番組を効率的にグループ化する機会を増やす技術が、帯域
幅に制約を受けてしまうという問題を解決する上で有用なものとなる。このようなトラン
スポート多重は、通常、単一のＲＦチャネルで送信可能なビット伝送速度よりも速いビッ
ト伝送速度を有している。従って、“帯域多重”という用語は、このような種類の多重を
称するために用いることとする。
【００１１】
　バッジ（Ｂｕｄｇｅ）他による“Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ
”と題する１９９８年１月１３日発行の米国特許第５，７０８，６６４号は、予め決めら
れた総ビット伝送速度が割り当てられた複数のチャネルを介して、複数のデジタル信号を
送信する送信機を開示している。この送信機は、各々に一つのチャネルが対応付けられた
複数のエンコーダと、エンコードされたデジタル信号を受信し、エンコードされた信号を
データストリームとして送信し、エンコードされた信号に対して割当てるビット伝送速度
の分配を調整する多重化装置と、各チャネルの目標とする品質と実際の品質とを表す指標
を提供し、各チャネルの目標とする品質と実際の品質との違いに応じて、少なくともいく
つかのチャネルにおける実際の品質と目標の品質との間の差を均一化するように、多重化
装置に対してビット伝送速度の分配の調整を繰り返して行わせるための処理装置とを含ん
でいる。“統計的多重グループ”にエンコーダをグループ化し、これらのエンコーダに対
するビット伝送速度に関する要求にリアルタイムで応えることにより、そのグループに対
する映像品質が最大となるようにビット伝送速度を割り当てることが可能となる。統計的
多重グループでの様々な映像源について、目標の品質を達成するためには、ビット伝送速
度に対する各要求は、コード化の難しさによって異なる。従って、その映像のエンコード
に際しほとんど難しさを経ない統計的多重グループ内のチャネルは、より大きな難しさを
もつチャネルに対して、ビット数を解放することが可能である。その効果は、映像品質を
平滑化し、実質的にその品質を向上させるものとなる。
【００１２】
　ピンダー（Ｐｉｎｄｅｒ）他による“Ａｄａｐｔｉｖｅ　ｒａｔｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｆｏｒ　ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄａｔａ　ｉｎｔｏ　ａｒｂｉｔｒａｒｙ　ｂｉｔ
　ｒａｔｅ　ｄａｔａ　ｓｔｒｅａｍ”と題する２００１年４月１７日発行の米国特許第
６，２１９，３５８号は、ＭＰＥＧテーブルパケットなどのデータを、送信ビットストリ
ーム中に挿入するための伝送速度を、パケットハンドラによって変化させる装置を開示し
ている。パケットハンドラは、ケーブルテレビシステムの中継局の変調器内に置かれ、制
御論理とパケットルータとを含んでいる。送信データの実際の挿入伝送速度は、データ挿
入についてビットストリームが利用できる容量と、データの挿入伝送速度の望ましい値に
依存している。挿入のために利用可能な容量が、望ましい伝送速度に等しいかそれを上回
る場合には、実際の挿入伝送速度は、望ましい伝送速度に等しい値となる。挿入のために
利用可能な容量が、望ましい伝送速度を下回る場合には、実施の挿入伝送速度は、望まし
い伝送速度よりも低い値となる。この先行発明は、挿入のために利用可能な容量を動的に
決定し、実際の挿入伝送速度を調整するものである。
【００１３】
　クラウス（Ｋｒａｕｓｅ）他による“Ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ－Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｅｎｃ
ｏｄｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　Ｔｈｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏ
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ｎ　Ｒａｔｉｏ　Ｏｆ　Ｄｉｇｉｔａｌｌｙ　Ｅｎｃｏｄｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｓ”と題する２００１年１２月２７日公開の米国特許公開第２００１００５５３３６
号は、圧縮されたビデオ番組の圧縮率を変化させるための、圧縮されたビデオのデコード
／エンコードシステムを開示している。複合再エンコーダシステムは、ヘッダ転送のため
の技術を実装し、共通の動き補償装置がデコードとエンコードとを同時に実行する構成を
用いて、圧縮されたビデオデータをデコード／エンコードするため要素を強固に結合して
実装している。再エンコーダシステムは、ケーブルテレビでの配信や他のビデオ配信シス
テムでの利用に好適な、圧縮されたビデオデータストリームの多重を生成するための統計
的マルチプレクサに導入されている。
【００１４】
　イタワキ（Ｉｔａｗａｋｉ）他による“Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
　ｓｙｓｔｅｍ，ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ
　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ”と題す
る２００２年７月４日公開の米国特許公開第２００２００８５５８４号は、映像品質を向
上させるために、見かけ上のビット伝送速度を番組データと付属データに割当てる、統計
的多重システムおよび統計的多重コントローラならびに統計的多重方法を開示している。
統計的多重システムには、複数の番組データをエンコードする複数の画像エンコーダと、
付属データをエンコードするための情報エンコーダと、それらからの出力を多重化する多
重化装置と、各画像エンコーダと情報エンコーダを制御する統計的多重コントローラとが
備えられている。統計的多重コントローラは、ビット伝送速度を、最初に情報エンコーダ
に割当て、その残りのビット伝送速度を、各画像エンコーダに割り当てるように、設定さ
れている。
【００１５】
　フランシスカ（Ｆｒａｎｃｅｓｃａ）他による“Ｍｕｌｔｉ－ｃｈａｎｎｅｌ　ｂｒｏ
ａｄｂａｎｄ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ”と題する２
００３年５月１日公開の米国特許公開第２００３００８３０５４号は、コンテンツ配信シ
ステムでの帯域を管理するシステムを開示している。本システムは、コンテンツ配信シス
テムのコンテンツ中継局に組み込まれる。本システムは、番組マルチプレクサと、マルチ
チャンネル変調モジュールと、チャンネルマルチプレクサと、デジタル／アナログコンバ
ータと、周波数ブロックアップコンバータ（周波数逓昇変換器）とを含んでおり、全てが
直列接続された構成となっている。各コンテンツ番組を表すパケットは、番組マルチプレ
クサに入力される。番組マルチプレクサは、パケットを多重化し、出力待ち行列を作る。
番組マルチプレクサによってパケットを待ち行列に多重化する方法は、特定の設計や応用
に依存したものとなる。出力待ち行列の中にあるパケットは、マルチチャンネル変調モジ
ュールに送られる。マルチチャンネル変調モジュールは、パケットを受け取り、対応する
ＲＦチャネルを表す複数の変調器にパケットをルーティングする。複数の変調器は、各パ
ケットを変調して、対応するＲＦ信号を生成する。これらのＲＦ信号は、チャネルマルチ
プレクサによって多重化され、マルチチャンネルＲＦ信号が作られる。マルチチャンネル
ＲＦ信号は、アナログ多チャンネル信号に変換するためのデジタル／アナログコンバータ
に送られる。周波数ブロックアップコンバータは、アナログ多チャンネル信号を受け取り
、伝送のための高い周波数帯域に周波数変換する。周波数変換されたマルチチャンネルＲ
Ｆアナログ信号は、一つあるいはそれ以上の数の加入者宅内機器に媒体を介して伝送され
る。上述した構成にもかかわらず、本方法は、中継局において暗号化し、それに対応して
加入者宅内機器（ＣＰＥ）において暗号解読するという重要な処理を担う機構を提供して
いない。また、広帯域信号を受信可能とする（この種のシステムでの動作に不可欠な）Ｃ
ＰＥ構成が提供されていない。
【００１６】
　以上説明したことから明らかなことは、従来技術のいずれもが、広帯域コンテンツ伝送
を用いることを一般的に認識しているにもかかわらず、この考え方を適切に実装するため
の装置と方法になっていないことである。特に、これらの従来技術は、複数の搬送波に対
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して複数の多重化規則を適用することにより、これらの広帯域信号を効率的かつ効果的に
伝送するために必要となる種類のトランスポート多重を生み出す方法について開示してお
らず、さらに、レガシー装置に対するバックワード互換性に対する課題についても言及し
ていない。
【００１７】
　番組と番組情報テーブルを柔軟に暗号化し多重化することを可能とし、レガシーな加入
者宅内機器に対するバックワード互換性を保証するための、広帯域多重を生成し、伝送し
、受信する、改良された装置および装置が必要となる。このような改良された装置および
装置は、統計的多重に関してより大きな“プール容量”を提供することを可能とし、これ
により、ＨＤ環境での統計的多重方法によって利用効率を向上させることが可能となる。
【００１８】
発明の概要
　本発明は、様々な実施例において、コンテンツの広帯域伝送のための方法および装置を
提供することにより、以上で説明した課題に対する解決策を与えるものである。
【００１９】
　本発明の第一の側面では、高品位（ＨＤ）番組の効率的な伝送のためのコンテンツ配信
システムが開示されている。一実施例において、システムは、複数のＨＤ番組を受信する
第一の装置と、第一の装置に対し相互に作用しあうように結合され、事業者が管理する複
数のルールに従って複数のＨＤ番組を処理するように構成されたサーバ装置と、処理され
た番組を複数のＲＦチャンネルを介して伝送し、該チャネルの少なくとも一部は連続して
いないことを特徴とする伝送装置とを含んでいる。各番組の構成部分は、複数のＲＦチャ
ンネルを用いて伝送される。番組の処理は、さらに、（ＰＩＤあるいはＳＩデータなどの
）非コンテンツデータを番組に挿入する処理を含んでおり、このデータは、受信機におい
て番組を受信する際に有用なものとなる。
【００２０】
　本発明の第二の側面では、コンテンツベースのネットワークで用いられる改良された加
入者宅内機器（ＣＰＥ）が開示されている。一実施例において、ＣＰＥは、複数のＲＦチ
ャンネルに設けられた複数の情報搬送波から実質的に同時に送信されたコンテンツを受信
するように構成されており、ＣＰＥは、複数の通信事業者から同時に第一信号を受信可能
な同調段と、複数の第一信号を復調する復調段と、復調された信号の少なくとも一部を暗
号解読する暗号解読段と、暗号解読段に相互に作用しあうように結合された再構成装置で
あって、暗号解読され復調された信号を、伝送コンテンツとして再構成する再構成装置と
を含んでいる。
【００２１】
　本発明の第三の側面では、従来の機器に対応した複数のＣＰＥと、それらに対して相互
に作用しあうように結合された複数の“広帯域”ＣＰＥとを有するケーブルネットワーク
を運用する方法が開示されている。一実施例において、本方法は、複数のコンテンツ要素
を含む第一の番組を配信するステップと、ネットワークの複数の通信事業者を介してコン
テンツ要素を送ることを含む配信ステップと、広帯域ＣＰＥが第一の番組を受信しデコー
ドできるように、配信の一部として番組情報データを提供し、該番組情報は、レガシーＣ
ＰＥが第一の番組をデコードしないように構成されていることを特徴とするステップを含
んでいる。
【００２２】
　本発明の第四の側面では、ケーブルネットワークに有用な改良された統計的多重化装置
が開示されている。一実施例において、本装置は、複数の異なる番組に関連付けられたコ
ンテンツデータパケットを、複数のＮ個の入力待ち行列の中から選択的に取り出す第一の
処理と、取り出されたコンテンツデータパケットを、複数のＭ個のＲＦチャンネルに選択
的に割り当てる第二の処理とを含み、複数の異なる番組の少なくとも一つに関連付けられ
たパケットは、Ｍ個のＲＦチャンネルの複数のチャネルを介して配信される。第一の変更
例としては、第一および第二の処理を、“ラウンドロビン”アルゴリズムに従って制御す
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るものがある。第二の変更例としては、第一の処理をラウンドロビンアルゴリズムで構成
し、第二の処理を、“最大負荷”あるいは“最小負荷”アルゴリズムで構成するものがあ
る。
【００２３】
　本発明の第五の側面では、改良されたコンテンツ配信システムが開示されている。本シ
ステムは、複数のコンテンツを受信する第一の装置と、第一の装置に対し相互に作用しあ
うように結合され、事業者が管理する複数のルールに従って複数のコンテンツを処理する
ように構成されたコンテンツサーバ装置と、処理されたコンテンツを複数のＲＦチャンネ
ルを介して伝送し、該チャネルの少なくとも一部は連続していないことを特徴とする伝送
装置とを含んでいる。なお、コンテンツに含まれる各番組の構成部分は、ＲＦチャンネル
の複数のチャンネルを用いて各々伝送される。
【００２４】
　本発明の第六の側面では、高品位（ＨＤ）映像を配信するための関連するケーブルシス
テムの帯域利用率を向上するための方法が開示されている。一実施例において、本ケーブ
ルシステムは、複数のコンテンツを受信する装置と、事業者が管理する複数のルールに従
って複数のコンテンツを処理するように構成されたコンテンツサーバ装置と、少なくとも
その一部が連続している複数のＲＦチャンネルを介して、処理されたコンテンツを伝送す
る伝送装置とを含んでいる。また、本方法は、複数のＨＤ番組と、コンテンツの一部とし
て複数のＳＤ番組とを提供するステップと、コンテンツの一部として他の複数のデータ番
組を提供するステップと、ＨＤ番組と、ＳＤ番組と、他のデータ番組とを複数のＲＦチャ
ンネルを介して配信するステップとを含んでいる。
【００２５】
　本発明の第七の側面では、ケーブルネットワークで用いるための中継局コンテンツ配信
システムが開示されている。一実施例において、本システムは、複数の入力コンテンツス
トリームを受信する少なくとも一つのインターフェースと、複数の入力コンテンツストリ
ームを処理し、複数の出力コンテンツストリームを多重形式で生成するマルチプレクサと
、複数の出力ストリームを暗号化する暗号段と、暗号化された出力ストリームを複数の搬
送波上に変調する変調段と、ネットワーク内の複数の搬送波を介して伝送するためのＲＦ
チャンネルに変調信号を変換する周波数逓昇変換段とを含んでいる。
【００２６】
　本発明の第八の側面では、ケーブルネットワーク内のＣＰＥ運用方法が開示されている
。一実施例において、ネットワークは、複数のレガシーＣＰＥと、それらに対して相互に
作用しあうように結合された複数の広帯域ＣＰＥとを含み、本方法は、複数のコンテンツ
要素を含む少なくとも一つの第一の番組を受信するステップと、ネットワークの複数の搬
送波を介してコンテンツ要素を受信することを含む受信動作と、広帯域ＣＰＥが少なくと
も一つの第一の番組をデコードできるように、受信動作の一部として番組情報データを取
り出すステップとを含み、該番組情報は、複数のレガシーＣＰＥが、少なくとも一つの第
一の番組をデコードしないように構成されている。
【００２７】
　本発明の第九の側面では、ケーブルネットワークサービスをサービスエリアに提供する
方法が開示されている。一実施例において、サービスエリアは、そこにインストールされ
た複数の第一ＣＰＥを有し、第一のＣＰＥは、ケーブルネットワークの第一の数のチャネ
ルを介して少なくとも一つの番組を受信する。本方法は、（例えば、計画による、あるい
はプログラムによる、もしくは適宜のＣＰＥ更新により）サービスエリアの第一の部分に
対して第二のＣＰＥを提供するステップであり、この第二のＣＰＥは、ケーブルネットワ
ークの第二の数のＲＦチャンネルを介して少なくとも一つの番組を同時に受信することを
特徴とするステップと、第一の時間帯の間に、第一の数のチャンネルを介して、少なくと
も一つの番組をサービスエリアに送信するステップと、サービスエリアの第二の部分に、
第二のＣＰＥを提供するステップと、その後に、第二の数のチャンネルを介して、少なく
とも一つの番組をサービスエリアに送信するステップとを含む。レガシーＣＰＥの利用者
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が、そのＣＰＥの更新を強いられたり、サービスを享受できなくなることなく、ある時間
帯においてその容量よりも少ない数のチャンネルを用いた新しい（更新された）広帯域Ｃ
ＰＥを運用することにより、レガシーＣＰＥから新しい能力をそなえたものに時間ととも
に移行することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本発明の上記の特徴と利点、さらにその他の特徴と利点について、以下の図面とともに
、例示的な実施例の以下の詳細な説明によって説明するが、図面においては、同一あるい
は同様のシステム部位および／あるいは方法のステップについては、同一の符号を用いて
いる。
【図１】量子化ステップを有し、速度調整を行うように構成された多入力単一出力マルチ
プレクサの従来例を示す機能ブロック図である。
【図２】本発明で有用なＨＦＣケーブルネットワークアーキテクチャの一実施例を示す機
能ブロック図である。
【図２ａ】図２のネットワークのマルチプレクサと復調および暗号化モジュール（ＭＥＭ
）の一実施例を示す機能ブロック図であり、複数の（例えば、１２個の）ＨＤ番組が複数
のＱＡＭ搬送波の上で多重化され変調されている図である。
【図２ｂ】図２のネットワークのマルチプレクサと復調および暗号化モジュール（ＭＥＭ
）の第二の実施例を示す機能ブロック図であり、分離した復調器と暗号器が用いられてい
る図である。
【図２ｃ】図２のネットワークのマルチプレクサと復調および暗号化モジュール（ＭＥＭ
）の一実施例を示す機能ブロック図であり、分離したアップコンバータ（周波数逓昇変換
器）が用いられている図である。
【図３】本発明による広帯域マルチプレクサの一実施例を示す機能ブロック図であり、量
子化、多重化および暗号化の機能を示した図である。
【図４】本発明のＣＰＥの一実施例を示す機能ブロック図であり、その内部の構成要素を
示した図である。
【図４ａ】図４のＣＰＥの機能ブロック図であり、広帯域信号の受信、信号の処理および
ＨＤでコーダへの伝送の部分を示した図である。
【図５】本発明の一実施例による、コンテンツのダウンロードで用いられるコンピュータ
に実装された処理の一例のフローチャートである。
【図６】本発明によるネットワークアーキテクチャの他の例の機能ブロック図であり、光
ネットワークとエッジＱＡＭを利用した図である。
【図６ａ】本発明によるネットワークアーキテクチャのさらに他の例の機能ブロック図で
あり、広帯域中継局ＭＥＭと、分離した光ネットワークとエッジＱＡＭとを利用した図で
ある。
【実施例】
【００２９】
発明の詳細な説明
　図を参照して以下説明するが、図では同一の部分には同一の符号を用いている。
　ここで使用されているように、用語“オンデマンド”あるいは“ＯＤ”は、任意の解像
度でのオーディオおよび／あるいはビデオ番組あるいはデータなどのコンテンツのリアル
タイム配信、擬似リアルタイム配信（例えば、“トリック”モードでの配信）、もしくは
非リアルタイム配信を、ユーザ、顧客もしくはその代理者によるなんらかの行為に基づい
て可能とする任意のサービスを含むものを指している。この種のコンテンツは、例えば、
サーバや他の装置に格納あるいは一時的に保存されるか、コンテンツ源から直接ストリー
ム配信される。
【００３０】
　ここで使用されているように、用語“複数システム事業者”および“ＭＳＯ”は、ケー
ブル、衛星あるいは地上ネットワークの媒体を介して、番組とデータを含むサービスの配
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信に必要なインフラを所有する、ケーブル、衛星あるいは地上ネットワークプロバイダを
指している。
【００３１】
　ここで使用されているように、用語“ネットワーク”および“ベアラ・ネットワーク”
は、次のものに限定されることはないが、光同軸ハイブリッド方式（ＨＦＣ）ネットワー
ク、衛星ネットワーク、テルコ・ネットワークおよび（ＭＡＮ、ＷＡＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡ
Ｎ、ＰＡＮ、インターネットおよびイントラネットを含む）データネットワークを含む任
意の種類の通信あるいはデータネットワークを指している。これらのネットワークあるい
はその一部は、一つあるいはそれ以上の数の任意のトポロジー（例えば、リング、バス、
スター、ループなど）、伝送媒体（例えば、有線ＲＦケーブル、ＲＦ無線、ミリ波、光な
ど）および／あるいは、通信又はネットワークプロトコル（例えば、ＳＯＮＥＴ、ＤＯＣ
ＳＩＳ、ＩＥＥＥ規格８０２．３、８０２．１１、８０２．１５、８０２．１６（ＷｉＭ
ＡＸ）、ＡＴＭ、Ｘ．２５、フレームリレー、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、ＷＡＰ、ＳＩＰ、
ＵＤＰ、ＦＴＰ、ＲＴＰ／ＲＴＣＰ、Ｈ．３２３など）を利用している。
【００３２】
　ここで使用されているように、用語“ＱＡＭ”は、一般的に、同軸ケーブルあるいは他
のネットワークを介して信号を送信するために利用する変調手順を指すものである。この
変調手順は、特定のケーブルあるいは他の（例えば、衛星の）ネットワークの仕様に依存
して、任意のコンステレーションレベル（例えば、ＱＡＭ－１６，ＱＡＭ－６４，ＱＡＭ
－２５６など）を利用している。また、用語“ＱＡＭ”は、この手順に従って変調された
物理的なチャネルを指すこともある。
【００３３】
　ここで使用されているように、用語“中継局”は、一般的に、クライアント装置を用い
るＭＳＯ加入者に番組を配信する事業者（例えば、ＭＳＯあるいはマルチメディアに特化
した事業者）によって管理されたネットワークで構成されたシステムを指すものである。
この番組は、特に、空中線経由のＴＶチャンネル、有料ＴＶチャンネル、双方向ＴＶチャ
ンネルおよびインターネットを含む、文字通り任意の情報源／情報受信機を含んでいる。
ＤＳＴＢは、文字通り、任意の構成を有しているが、市販されている装置であってもよく
、この場合は、顧客が、ＭＳＯが扱うＤＳＴＢを購入したり購入しないことが強制されな
いことを意味している。従って、ＭＳＯネットワークは、複数のベンダから提供されるク
ライアント装置を有するものであってよく、その場合、これらのクライアント装置は、様
々なハードウェア機能を持つものとなる。多数の地域別の中継局が、同一あるいは異なる
都市に配備される。
【００３４】
　ここで使用されているように、用語“コンテンツ”は、クライアント装置を動作させ、
視聴者に対してクライアント装置上で所望の視聴覚効果をもたらすために用いられる、オ
ーディオ、ビデオ、画像ファイル（非圧縮あるいは圧縮形式ファイル）、アイコン、ソフ
トウェア、テキストファイルおよびスクリプト、データ、バイナリファイルおよび他のコ
ンピュータで利用可能なデータを指すものである。
【００３５】
　ここで使用されているように、用語“クライアント装置”および用語“加入者装置”に
は、次のものに限定されるものではないが、デスクトップ、ラップトップあるいは他の形
態のパソコン（ＰＣ）およびマイクロコンピュータ、モトローラ社製ＤＣＴ２ＸＸＸ／５
ＸＸＸやサイエンティフィック・アトランタ・エクスプローラ社製２ＸＸＸ／３ＸＸＸ／
４ＸＸＸ／８ＸＸＸシリーズのデジタル装置などのセットトップボックス、アップル社製
のＮｅｗｔｏｎ（登録商標）や“Ｐａｌｍ（登録商標）”シリーズ端末、個人用携帯情報
端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルドコンピュータ、モトローラ社製のＡｃｃｏｍｐｌｉ端末な
どの個人通信端末、Ｊ２ＭＥ搭載装置、（“スマートフォン”を含む）携帯電話、無線ノ
ード、あるいは、文字通り、ネットワークとデータを交換する機能を有する他の装置が含
まれる。
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【００３６】
　同様に、用語“加入者宅内機器（ＣＰＥ）”と“ホスト装置”は、加入者あるいは利用
者宅内の中に置かれ、ネットワークに接続された、任意の種類の電子装置を指すものであ
る。用語“ホスト装置”は、一般的には、衛星、ケーブルあるいは地上ネットワークを介
してデジタルテレビコンテンツにアクセスする、端末装置を指すものである。ホスト装置
は、機能的には、デジタルテレビ（ＤＴＶ）装置と統合されている。用語“加入者宅内機
器（ＣＰＥ）”には、セットトップボックス、テレビ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ
）、ゲートウェイ格納装置（ファーネス（Ｆｕｒｎａｃｅ））およびＩＴＶパソコンなど
の電子装置が含まれている。
【００３７】
　ここで使用されているように、用語“アプリケーション”は、一般的には、所定の機能
あるいは主題を実装した実行可能なソフトウェアのユニットを指すものである。アプリケ
ーションの主題は、（オンデマンドコンテンツ管理、電子商取引処理、仲介処理、ホーム
エンターテイメント、計算など）多くの原理と機能にまたがる多様なものであり、一つの
アプリケーションには、一つ以上の主題が含まれている。実行可能なソフトウェアのユニ
ットは、通常、予め決められた環境で実行される。例えば、このユニットは、ＪａｖａＴ
Ｖ環境で実行される、ダウンロード可能なＪａｖａ　Ｘｌｅｔを含むものがある。
【００３８】
　ここで使用されているように、用語“コンピュータプログラム”は、機能を果たす任意
の手順あるいは人間又は機械によって認識可能な処理ステップを含むものを指している。
このようなプログラムは、例えば、Ｃ／Ｃ＋＋、Ｆｏｒｔｒａｎ、ＣＯＢＯＬ、ＰＡＳＣ
ＡＬ、アセンブリ言語、記述言語（例えば、ＨＴＭＬ、ＳＧＭＬ、ＸＭＬ、ＶｏＸＭＬ）
を始めとして、共通オブジェクト・リクエスト・ブローカ・アーキテクチャ（ＣＯＲＢＡ
）、Ｊａｖａ（登録商標）（Ｊ２ＭＥ、Ｊａｖａ　Ｂｅａｎｓなどを含む）などのオブジ
ェクト指向環境など、実質的に任意のプログラム言語又は環境で解釈されるものである。
【００３９】
　ソフトウェアに関連して使われる用語“コンポーネント”は、一般的に、関連する機能
性の組合せにもとづく、実行可能なソフトウェアのユニットあるいはその一部を指すもの
である。例えば、部品は、Ｊａｖａ（登録商標）あるいはＣ＋＋の、単一のクラスである
。同様に、用語“モジュール”は、一般的には、緩やかに結合されているが機能的に関連
しあう部品の組を指すものである。
【００４０】
　ここで使用されているように、用語“サーバ”は、任意のコンピュータで構成されたコ
ンポーネント、システムあるいは具体的な形態を問わないエンティティーを指すものであ
り、データ、ファイル、アプリケーション、コンテンツを提供するように、あるいは、コ
ンピュータネットワーク上の一つあるいはそれ以上の数のほかの装置あるいはエンティテ
ィーに対してその他のサービスを提供するように構成されているものである。
【００４１】
　ここで使用されているように、用語“レガシー”は、コンポーネント、システム、プロ
セスあるいは方法の最新版、改定版、あるいは修正版よりも古いコンポーネント、システ
ム、プロセスあるいは方法を指すものである。
【００４２】
概論
　本発明は、番組と番組情報テーブルの効率的で柔軟性に富んだ多重化を可能とする、広
帯域多重を生成、伝送および受信する装置および方法を開示するものである。また、この
装置と方法は、レガシーな加入者宅内機器（ＣＰＥ）に対して後方互換性を与えることが
できるという利点があり、レガシーＣＰＥが“レガシー”コンテンツを受信しデコードで
きるようにし、同時に、同一ネットワーク内の本発明による広帯域ＣＰＥが、レガシーコ
ンテンツと、広帯域搬送波を介して配信されるコンテンツ（例えば、ＨＤ番組）の両者を
受信しデコードできるようになっている。
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【００４３】
　（ＨＦＣケーブルネットワークに対応した）本発明の一実施例において、中継局とＣＰ
Ｅの構成要素は、特に、既存の伝送インフラを利用して、多重化された広帯域のコンテン
ツとレガシーのコンテンツの両方を伝送し受信するように構成されている。
【００４４】
　中継局では、トランスポートストリームの処理は、一つあるいはそれ以上の数の共通“
多重”へ入力される複数の入力ストリーム（多重番組トランスポートストリームあるいは
ＭＰＴＳ）を介して取得されたコンテンツの統計的多重化を含んでいる。さらに、これら
の多重は、複数の異なる物理搬送波を介して分離あるいは分割され、ネットワークを介し
て伝送（および、変調、暗号化ならびにＲＦ周波数逓昇変換）される。また、システム情
報（ＳＩ）テーブルを、伝送信号に含むように、中継局で生成される。オプションとして
、変調器で実行される任意のパケットＩＤ（ＰＩＤ）の再マッピングは、統計的多重プー
ル全体を通して一貫したものに設定される。
【００４５】
　ＣＰＥの受信には、全ての物理搬送波からＣＰＥが同時に信号を受信することを可能と
する、同調器（あるいは、単一の広帯域同調器）を含んでいる。搬送波は復調され、チャ
ネルごとの暗号解読と基本的なデマルチプレクシング（再結合）が行われる。さらに、ス
トリームがトランスポート・デマルチプレクサに送られ、そこで、統計的多重に含まれる
全てのストリームのデマルチプレクシングが行われる。
【００４６】
　本発明の有利な点は、既存の中継局インフラを用いて、すなわち、既存の伝送速度調整
器と多重化装置に対するソフトウェア修正によって実装できることにある。同様に、ＣＰ
Ｅに最小限の修正（一つあるいはそれ以上の数の広帯域チューナの付加とソフトウェア修
正を含むもの）を加えることにより、本発明を実装することができる。
【００４７】
　本発明を実装することによって得られる顕著な利点は、中継局でのＨＤの統計的多重処
理で利用可能な“プール”容量を増加あるいは拡張できることにある。特に、可変伝送速
度をもつ、より多くの数のコンテンツストリームを、多重に収容することが可能であり、
この多重は、複数の異なる搬送波を介して配信することができ、これにより、統計的多重
化処理をより効率的に行うことが可能となる。
【００４８】
実施例の説明
　本発明の装置および方法の実施例を以下詳細に説明する。これらの実施例は、前述した
、複数システム事業者（ＭＳＯ）と、デジタルネットワーク機能と、複数のクライアント
装置／ＣＰＥを有する光同軸ハイブリッド方式（ＨＦＣ）ケーブル構成に関するものであ
るが、本発明の一般的な原理および利点は、より広帯域な番組あるいはコンテンツの効率
的な割当が必要となるような他の種類のネットワークと構成に拡張することが可能である
。従って、以下の説明は、単に例証であるにすぎない。
【００４９】
　本発明は、顧客（すなわち家庭の）エンドユーザ環境へサービスを提供するネットワー
クに関して一般的に説明するが、他の種類の環境、例えば、商用利用／企業利用および政
府／軍事応用の環境に容易に適合させることが可能である。この他にも多くの応用が可能
である。
【００５０】
　また、以下の説明は、基本的に、２つのサービスレベル（すなわち、ＳＤおよびＨＤ）
に関するものであるが、ここで開示する方法および装置は、他の数および種類のサービス
レベルに拡張することが可能である。例えば、より高いレベルの映像の解像度が将来採用
されることを見越して、３つのサービスレベル（ＳＤ、ＨＤおよびＵＨＤ）の間で帯域の
高度な割当を実現することも可能である。他のオプションとして、複数のレベルあるいは
伝送速度を、前述のサービスレベルの一つに設け、ＳＤレベルが、ＳＤ１、ＳＤ２、…Ｓ
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Ｄｎを含み、同様に、ＨＤレベルが、ＨＤ１、ＨＤ２、…ＨＤｎを含み、これらのサブレ
ベルの各々に異なるデータ伝送速度および／あるいは他の特性を備えさせることも可能で
ある。２００４年６月２９日同時係属出願および共同出願の米国特許出願番号１０／８８
１，９７９の発明の名称“ネットワーク帯域割当のための方法および装置”記載の方法お
よび装置を、その全体を参照によりここで援用するが、その関連部分についても、本発明
とあわせて用いることができる。
【００５１】
　さらに、以下の説明は、基本的に、６ＭＨｚＲＦチャンネルにもとづいているが、本発
明は、８ＭＨｚチャンネルなどの、文字通り任意の周波数／帯域に適用可能である。さら
に、上記で引用したように、本発明は、従来のケーブルシステムの周波数（すなわち、１
ＧＨｚ以下）に限定されるものではなく、実際には、いわゆるウルトラワイドバンドシス
テムを含み、これに限定されることのない、中心周波数あるいは帯域が１ＧＨｚを上回る
周波数で動作するシステムで用いることも可能である。
【００５２】
　また、ここで“ＲＦ搬送波”で指すものは、同軸ケーブルシステムに限定されるもので
はない。本発明の様々な方式は、例えば、衛星システムなどの、無線環境に容易に適用可
能である。
【００５３】
　本発明の方法と装置は、インターネットプロトコル（ＩＰ）を用いたネットワークに関
して説明してきたが、ここで提示した内容は、他のトランスポート層プロトコルを用いた
ネットワークに対しても同様に適用可能である。
【００５４】
　以上では、基本的に、下り方向の“ブロードキャスト”の考え方にもとづいて説明して
きたが、所定の番組が、ブロードキャストで送られるものであるか、オンデマンド（ＯＤ
）によって供給されるものであるか、あるいは、“ユーザからの引き込み”サービスなど
の他のものによるかに関わらず、本発明の様々な特徴はいずれにも適用できる。
【００５５】
　図２は、本発明で有用となるネットワークと中継局の基本構成の一実施例を示すもので
ある。図２に示すように、中継局の基本構成２００は、課金モジュール２０２と、加入者
管理システム（ＳＭＳ）と、ＣＰＥ構成管理モジュール２０４と、ケーブルモデム終端シ
ステム（ＣＭＴＳ）およびＯＯＢシステム２０７、さらに、相互にデータ通信しあう様々
なコンポーネントが接続されたＬＡＮ２０８、２１０を含む、典型的な中継局のコンポー
ネントとサービスを含んでいる。図では、バー型あるいはバス型のＬＡＮ構成を示してい
るが、前述した（例えば、リング、スターなどの）他の任意の数の構成を、本発明に合わ
せて用いることも可能である。また、図２に示した中継局の構成は、上位レベルで概念的
に描いた基本構成であり、各ＭＳＯは、カスタム設計された基本構成を用いて実装された
複数の中継局を有するものでもよい。
【００５６】
　図２の基本構成２００は、さらに、ＨＦＣネットワーク２０１に接続され、ネットワー
クを介して伝送するデータを前処理するマルチプレクサ／暗号装置／変調装置（ＭＥＭ）
１２を含んでいる。この詳細を、図２Ａから図２Ｃに示す。本実施例では、配信サーバ２
０３はＬＡＮ２１０に接続され、一つあるいはそれ以上の数のファイルサーバ２２０を介
して、ＭＥＭ２１２とネットワーク２０１にアクセスできるようになっている。ＶＯＤサ
ーバ（不図示）が、ＬＡＮ２１０に同様に接続されているが、この他の（例えば、８０２
．３ｚ規格のギガビットイーサネット装置などの基幹スイッチング装置に接続されたＶＯ
Ｄサーバなどの）構成を用いることも可能である。
【００５７】
　前述したように、情報は複数のチャンネルを介して搬送される。従って、中継局は、様
々な源から搬送されるチャネルに関する情報を取得するように構成する必要がある。通常
、中継局２００からＣＰＥ２０６に送達される（“ダウンストリーム”）チャンネルは、
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中継局においてともに多重化され、近隣のハブ（不図示）に送られる。
【００５８】
　（例えば、オーディオ、ビデオなどの）コンテンツは、以下に示すように、所定のサー
ビスグループに属する各ダウンストリーム（帯域内）チャネルで提供される。中継局との
間で通信を行うために、ＣＰＥ２０６は、帯域外（ＯＢＢ）あるいはＤＯＣＳＩＳチャネ
ルとそれに対応したプロトコルを用いる。ＯＣＡＰ仕様は、ダウンストリームとアップス
トリームの両方に関するネットワークプロトコルを提供するものである。
【００５９】
　他の実施例では、ネットワークインフラは、一つあるいはそれ以上の数のオンデマンド
ファイル機能あるいはカルーセル（Ｃａｒｏｕｓｅｌ）状に閲覧する機能を含んでいる。
特に、本発明では、従来の映像（例えば、ＭＰＥＧ）データが、帯域割当機構を介して割
当てられて配信されるだけでなく、対話型のアプリケーションや他の種類のアプリケーシ
ョンデータも割当てられて配信される。例えば、オンデマンド（ＯＤ）映画を注文する既
存の方法によるものではなく、アプリケーションは、データ、画像、リンク、オーディオ
ファイル、ビデオファイルなどを、オンデマンドで要求する。これらの各データ種類は、
単一のファイルで構成されているか、あるいは単一あるいは複数のデータのカルーセル（
Ｃａｒｏｕｓｅｌ）の形で統合されたものであり、各カルーセル（Ｃａｒｏｕｓｅｌ）は
、潜在的に異なるデータ伝送速度を有している。ＯＤサービス要求を受け取ると、割当て
アルゴリズムは、要求元への配信のために、ＱＡＭ資源上でのこれらセッションの配置を
最適化する。従って、ＯＤダウンストリームサービスは、第三の独立したサービスレベル
（すなわち、ＳＤ、ＨＤに加えられるＯＤのレベル）であると見なすことができる。ある
いは、既存のサービスレベルの内部に一つあるいはそれ以上の数のサブレベルが設けられ
、すなわち、ＳＤがＳＤ－ＯＤを含み、ＨＤがＨＤ－ＯＤを含むものであると見なすこと
ができる。
【００６０】
　上述のシステムコンポーネントと通信方法には、他にも多くの組合せが可能であり、本
発明に合わせて用いることができるが、これらは、当業者であれば十分認識することがで
きるものである。
【００６１】
　図２Ａは、本発明による、ＭＥＭ装置２１２の第一の実施例を示す図である。図２Ａに
示すように、例えば、１２個の個別のＨＤコンテンツ番組を含む、複数（例えば、１２個
）の異なるＨＤストリームあるいは源２３１、あるいは、複数の番組を含むトランスポー
トストリームを含んでいる。従って、用語“番組”は、ここでは、一つあるいはそれ以上
の数のコンテンツからなる番組を指すものとして用いることとする。各ストリームは、ケ
ーブルネットワークを介した中継局からＣＰＥへの伝送において、所定のデータ圧縮率（
例えば、１２Ｍｂｐｓ）を用いる。図２Ａに示したものは、論理的に表現したもののみを
含んでおり、すなわち、多くのＨＤ源２３１は、同一の物理的な接続、個別の物理的な接
続、あるいはそれらの任意の組合せへの入力となる。
【００６２】
　従来の技術は、ネットワークの各ＲＦチャンネルの帯域の最大値には制限があるため、
単一のＱＡＭ搬送波を用いると、３つの番組までしか多重化して伝送することができなか
った。本発明の実施例によれば、これら１２個のコンテンツ番組は、“広帯域マルチプレ
クサ”２３２（図２Ａ参照）に入力される。このマルチプレクサ要素２３２は、入力され
たパケットを（必要に応じて）量子化し、各々が４つの変調／暗号化ユニット２４０のバ
ンク２３４の一つへの入力となる４つの出力２３７へ伝送する機能を実行する。なお、図
２Ａでは、暗号化と変調の機能は、一つの統合ユニット２４０として示されているが、暗
号化と変調の機能の実装は、要求に応じて、独立して実行するか、合わせて実行すること
も可能である。例えば、図２Ｂでは、４つの独立した変調ユニット２５０と暗号化ユニッ
ト２５２が用いられている。
【００６３】



(14) JP 5608136 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

　さらに、４つの（例えば、ＱＡＭ）変調器２４０のベースバンド出力は、ブロックアッ
プコンバータ（周波数逓昇変換器）２３６に入力され、そこで、ベースバンド信号の周波
数を（中間周波数（ＩＦ）あるいは“直接変換”方式のいずれかにより）逓昇変換し、出
力２３８を生成する。この出力から、各ＱＡＭ変調信号が、ケーブルネットワーク２０１
を解して伝送される適切なＲＦチャンネルに割り当てられる。ＲＦ周波数逓昇変換装置は
、従来技術では公知のものであり、ここでは詳細に説明しない。
【００６４】
　上述の変調／暗号化ユニット２４０と同様に、必要に応じて、個々の周波数逓昇変換装
置２５６を用いて、周波数逓昇変換２３６を行う（図２Ｃ参照）。さらに、周波数逓昇変
換装置は、必要に応じて、変調および／あるいは暗号化ユニット２４０と組み合わせて構
成することも可能である。
【００６５】
　広帯域多重化機能２３２は、２つあるいはそれ以上の数の段によって、あるいは、必要
に応じて様々に集約された手順を用いて実行することが可能であることがわかる。例えば
、図２Ａに示すように、１２個の源は、例えば、４個つづの源をまとめた３つのグループ
で構成し、３つのグループの各々に、“ローカル”あるいは初段の広帯域多重化機能を設
け、さらに、各グループの３つの多重化出力を第二段の広帯域マルチプレクサを用いて多
重化する。多重化の初段と第二段を制御する統計処理および制御処理は、求められる結果
に応じて、（従来技術で公知となっているプロセス間通信機構によって）論理的に結合さ
れているか、独立して構成されている。結合された多重化段は、例えば、ダウンストリー
ム要求やアップストリーム条件に応じて、利用可能なＲＦチャンネルを介した、ＨＤ番組
の“高度な”配信のために用いられる。
【００６６】
　ＭＥＭ装置２１２は、任意の数の物理的な形態とすることが可能であるが、例えば、従
来技術で公知となっている種類のより大きなネットワーク装置内の複数の分離したモジュ
ールあるいはカードの一つ、あるいは、ケーブルモデム終端システム（ＣＭＴＳ）を含ん
でいる。また、ＭＥＭ２１２は、独立したファームウェア、あるいは、前述したような他
のハードウェア／ソフトウェアコンポーネントと組み合わせたファームウェアを含んでい
る。さらに、ＭＥＭ２１２は、中継局あるいは他の場所に置かれたスタンドアロン装置で
あってもよい。この他にも様々な構成を用いることができる。また、ＭＥＭ２１２は、要
求に応じて、（衛星送受信機やエンコーダ／デコーダなどの）他のコンポーネントや形状
のものと組み合わせて構成することも可能である。
【００６７】
　ＭＥＭ２１２内のハードウェアは、ＩＰルータや他のパケットネットワーク装置、ネッ
トワーク管理および監視システム、ローカルＰＣなどの他のネットワーク装置とともに用
いられる、例えば、デジタルプロセッサ、格納装置ならびに複数のデータインターフェー
スを含んでいる。ＭＥＭ２１２内で用いられる他のコンポーネントとしては、増幅器、基
板実装された電子コンポーネント、メディアプロセッサおよび他の特別のＳｏＣあるいは
ＡＳＩＣ装置がある。様々な処理レイアとプロトコル（例えば、８０２．３、ＤＯＣＳＩ
Ｓ　ＭＡＣ、ＯＯＢチャンネル、ＤＨＣＰ、ＳＮＭＰ、Ｈ．３２３／ＲＴＰ／ＲＴＣＰ、
ＶｏＩＰ、ＳＩＰなど）も、必要に応じて提供される。これらの付加されるコンポーネン
トと機能は、ケーブルネットワークと組込みシステムの分野では、従来技術として公知の
ものであり、ここでは詳細に説明しない。
【００６８】
　一実施例において、ＭＥＭ２１２は、狭帯域応用に用いられる既存の（“レガシー”な
）伝送速度調整装置と一般的に類似した統計的多重化機能を持っている。ソフトウェアを
修正することにより、既存のマルチプレクサによって生成された多重番組トランスポート
ストリームの一部を、伝送速度調整装置から、複数の物理的出力２３７に出力することも
可能である。図２Ａに示すように、これらの出力２３７は、暗号化を行った後に周波数逓
昇変換装置に送るＱＡＭ変調器に送られる。
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【００６９】
Ｎ：Ｍ広帯域多重化
　広帯域トランスポートストリームは、図１に示した種類の従来のストリーム多重化とは
異なり、一般的に、多入力多出力の多重化が必要となる。図３は、この機能を実現するマ
ルチプレクサ２３２の機能ブロック図の一例を示すものである。本図は、複数のコンテン
ツ番組あるいはストリーム３００を、量子化ユニット３０２に入力する構成を示している
。以下の説明では、入力番組あるいはストリーム３００を、“Ｎ”で表す。入力多重３０
０を含むＮ個の番組は、例えば、一つあるいはそれ以上の数の物理的入力から与えられる
。従って、図示した構成は、論理的な関係を表したものである。量子化ユニット３０２に
は、多重化段３０６によってフィードバック３１０が与えられているが、このフィードバ
ックには、出力される各トランスポート多重で利用可能な瞬間の帯域幅に関する情報が含
まれている。なお、図３に示した実施例では、量子化ユニット３０２と多重化／暗号化機
能３０６を分離した構成とその論理的な配置は、単なる例証である。これらの２つの機能
は、単一の機能として組み合わせたり、および／あるいは、同一のハードウェアへの統合
することも可能であり、さらに、異なる論理段に振り分けることも可能である。
【００７０】
　入力番組の総数“Ｎ”を、どのように“Ｍ”個の出力にマッピングするかを定義する様
々なルール（すなわち、Ｎ：Ｍ多重化手順）が、本発明に適合する形で実装されている。
例えば、一実施例において、特定の入力番組あるいはストリーム３１０に属するパケット
は、瞬間の帯域幅の利用可能性などの一つあるいはそれ以上の数のパラメータに関する実
装ルール（例えば、“ラウンドロビン”あるいは他の従来技術で公知となっている手順）
に応じて、Ｍ個の出力の任意のものに現れることが可能である。さらに、“最大負荷”あ
るいは“最小負荷”のような種類の方式を利用することも可能である。例えば、前述で引
用した、２００４年６月２９日出願の米国特許出願番号１０／８８１，９７９を参照のこ
と。
【００７１】
　特に、統計的多重化の内部の様々な処理には、多数の異なる多重化ルールを適用するこ
とが可能である。一実施例において、第一の決定は、どのパケットを、“Ｎ”個の入力番
組（パケット）待ち行列から取り出すかに関するものである。第一のルールは、多くのパ
ケットを含むこれらの待ち行列の中から、優先して取り出すパケットを決めるアルゴリズ
ムに関するものである。一方、ラウンドロビンの考え方で、待ち行列からパケットを取り
出す方法もある。さらに、他の実施例としては、これらのパケットを、どのパケットが、
それらに対応した番組待ち行列に最も早く到着していたかを評価し、その結果を判断して
、最も早く到着したパケットに対して帯域を割り当てることにより、待ち行列から取り出
し転送することも可能である。
【００７２】
　また、第二の決定は、例として示した統計的マルチプレクサ内で実行され、入力（番組
）待ち行列から取り出したパケットを、“Ｍ”個の利用可能な出力搬送波の中のどれに割
り当てるかを決定するものである。また、この決定は、例えば、ラウンドロビン、最小負
荷あるいは最大負荷を含む、任意の数のアルゴリズムに従って実行することが可能である
。
【００７３】
　従って、ここで示す実施例の広帯域マルチプレクサ２３２内で用いられる統計的多重化
エンジンは、要求された統計処理結果を得るために、多数の関連し合う処理、あるいは独
立した処理を用いることが可能である。
【００７４】
　他の実施例において、入力番組からのパケットは、Ｍ個の出力のより小さい部分集合（
例えば、一つあるいは二つのみの出力）に現れるように制約を加えることが可能である。
このような制約を加える利点の一つは、いくつかの番組を、レガシー（すなわち、狭帯域
）ＣＰＥと本発明の広帯域ＣＰＥの両者によって同時にデコード可能な、トランスポート
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ストリームを生成することにある。
【００７５】
　また、このように一つあるいはそれ以上の数の制約を加える方法の利点は、将来の広帯
域ＣＰＥの利用あるいは更新の際に、運用性と互換性を維持することに寄与できることで
ある。例えば、単一あるいは複数の同調器（以下で詳細を説明する）を介して、４つのＱ
ＡＭチャネルを同時に受信可能な機能を備えた広帯域ＣＰＥは、将来導入される８チャン
ネル広帯域信号に対する“制約付き”多重化手順によって送信される番組が、８つのチャ
ンネルの中から４チャンネルあるいはそれより少ないチャンネルを占有するように制約を
加えられた場合には、これらの番組を受信することが可能となる。
【００７６】
　また、この方法は、新しい広帯域ＣＰＥがサービス地域に順次導入されてゆく際の、移
行方法を提供するものである。特に、上述したような例では、８チャンネルＣＰＥが該当
サービス地域に配備開始された後、しばらくの間は、ダウンストリーム多重を４チャンネ
ル広帯域手順に限定することが可能であり、これにより、現行の４チャンネルＣＰＥを、
最終的に、新たな８チャンネルＣＰＥに置き換えることができる。この方法は、４チャン
ネルＣＰＥの利用者が、８チャンネル番組配信環境で取り残されてしまう状況を防ぐこと
ができる。
【００７７】
　さらに、本発明は、マルチモード運用を考慮したものである。すなわち、番組やシステ
ムの運用性、保守性などの変更に対応できるように、ルールを（動的に）変更できる機能
を備えた中継局ＭＥＭ１１２とＣＰＥ２０６を提供するものである。例えば、８チャンネ
ルＣＰＥが８チャンネルダウンストリーム多重を受信している場所では、ＣＰＥは、その
全チャンネルの中から一つが喪失した状況（例えば、対応するチャンネルのＱＡＭ変調器
の故障した場合など）に応じて、４チャンネル動作に選択的に切り替え可能とする。この
切り替えは、影響を受けるＣＰＥと中継局が通信状態にある場合には、事前にプログラミ
ングしたパターンあるいはルールに従って行なうことや、例えば、“制約”アルゴリズム
にもとづいて動的に行うことが可能であり、それ以外の場合には、同時に同一のアルゴリ
ズムを適用することにより切り替えが可能である。
【００７８】
　同様に、ルールにもとづいて入力／出力間のマッピングを行うことは、チャンネル条件
が変化したことにより、番組伝送が続いている時間帯に、一つあるいはそれ以上の数の搬
送波で利用可能な帯域幅を変更する場合にも有用である。
【００７９】
ＰＩＤの再マッピング、再配置およびテーブル生成
　Ｎ：Ｍ広帯域マルチプレクサ３０６を実装するルールに応じて、Ｍ個の各々の出力を、
個別に、様々なブロードキャストおよびケーブルテレビ伝送規格に適合させたり、非適合
とさせることができる。一実施例において、ＭＥＭ２１２でのパケットＩＤ（ＰＩＤ）再
マッピングとテーブル生成の処理段によって、システム運用者が、番組固有の情報（ＰＳ
Ｉ）テーブル（例えば、ＰＡＴおよびＰＭＴ）、システム情報（ＳＩ）テーブルおよび、
ＰＩＤ再マッピングなどの他の特徴の生成を制御し、どのテーブルをどのＱＡＭ搬送波上
で送信するかなどを決定することにより、規格適合のレベルを設定することを可能として
いる。本発明の一実施例では、ＰＩＤ再マッピング／テーブル生成機能は、図３の量子化
ユニット３０２内の（すなわち、多重化処理の前の）ソフトウェア処理によって実装され
ていて、これにより、ＰＳＩと他の任意のＳＩテーブルを、一度だけ作成すればよいもの
となる。単一のＳＩあるいはＰＳＩテーブルに属するパケットは、量子化ユニット３０２
の出力に様々な入力に現れる。
【００８０】
　本発明の、中継局多重化装置２１２の一実施例において、マルチプレクサ３０６によっ
て生成されたＭ個の出力の各々は、完全にＭＰＥＧ準拠のストリームを含んでいる。他の
実施例においては、Ｍ個の出力ストリームを組み合わせて、ＭＰＥＧ準拠のトランスポー
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トストリームを形成するが、個々の出力ストリームはＭＰＥＧ準拠ではないものであって
もよい。さらに他の方法は、本開示を知るところとなった当業者であれば、容易に認識で
きるものである。
【００８１】
ＣＰＥと同調の一例
　図４および図４Ａは、本発明による、改良された広帯域ＣＰＥ２０６の第一の実施例を
示したものである。図４の簡略化されたブロック図に示すように装置２０６は、一般的に
、ＯｐｅｎＣａｂｌｅ規格準拠の組込みシステムを含んでおり、このシステムは、図２の
ＨＦＣネットワーク２０１とのインターフェースとしのＲＦフロントエンド４０２（以下
の説明にて図４Ａで示す、同調器、復調器／暗号解読器およびデマルチプレクサを含む）
と、デジタルプロセッサ４０４と、格納装置４０６と、テレビや個人電子装置やコンピュ
ータやＷｉＦｉあるいは他のネットワークハブ／ルータなどの他のエンドユーザ装置との
インターフェースとなる複数のインターフェース４０８（例えば、ビデオ／オーディオイ
ンターフェース、ＩＥＥＥ－１３９４“Ｆｉｒｅｗｉｒｅ”、ＵＳＢ、シリアル／パラレ
ルポートなど）を有している。装置の中には（図４では簡単化のために不図示としてある
が）他にもコンポーネントが用いられており、それらは、処理レイヤ（ＤＯＣＳＩＳ　Ｍ
ＡＣ、ＤＡＶＩＣ　ＯＯＢチャンネル、ＭＰＥＧなど）とメディアプロセッサや他の特定
のＳｏＣやＡＳＩＣ装置などである。これらの付加的なコンポーネントと機能については
、同様に、ケーブル及び組込みシステムの分野では、当業者にとっては従来技術の中で公
知となっており、ここでは詳細に説明しない。
【００８２】
　また、図４の装置２０６には、ＯＣＡＰ１．０規格準拠のアプリケーションとＪａｖａ
（登録商標）で構築したミドルウェアが搭載されていて、実質的に、その上で動作する装
置とアプリケーションの動作を管理する。本発明の広帯域の同調およびデマルチクレクシ
ング機能を実現するために、多様な装置とソフトウェア構造を用いることが可能であり、
図４に示した装置は単なる例証となっていることは、当業者であれば当然であると認識さ
れるものである。例えば、他のミドルウェア（例えば、ＭＨＰ、ＭＨＥＧあるいはＡＣＡ
Ｐ）を、実施例で示したＯＣＡＰミドルウェアに代えて用いることも可能である。
【００８３】
　図４Ａは、図４のＣＰＥ２０６のＲＦフロントエンド４０２の一実施例を示すものであ
る。フロントエンド４０２は、広帯域同調器４２０（例えば、ブロードロジック・ネット
ワーク・テクノロジー（Ｂｒｏａｄｌｏｇｉｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉ
ｅｓ）社製のＷＢＲ装置などの単一の広帯域同調器、あるいは、広帯域同調器の機能を効
率的に集約した複数の同調器を含むもの）と、一つあるいはそれ以上の数のＱＡＭ復調器
および暗号解読器４２２（中継局装置について上述したように、単一の装置あるいは統合
した装置として実装されているもの）、さらに、トランスポートストリーム・デマルチプ
レクサ（および、ジッタ補償器）４２４を含んでいる。また、デマルチプレクサ４２４の
（論理的な）出力にも、例えば、従来技術として公知の種類のＭＰＥＧ２デコーダなどの
デコーダ段４２６が、設けられている。
【００８４】
　よく知られているように、認証済みのＰＥ２０６の暗号解読段は、適切な鍵ストリーム
を用いることにより、対象とする番組の暗号解読を行なう。本実施例では、暗号解読機能
が、復調器４２２に組み込まれている。従って、広帯域コンテンツ番組のパケットは、モ
ジュール４２２内の複数の暗号解読エンジンによって暗号解読され、その後、デコードの
ために、デマルチプレクシングされる。しかし、復調器４２２の後に暗号解読段を設けて
、デマルチプレクシングとジッタ補償４２４を行なうような、他の構成を用いることも可
能である。
【００８５】
　前述したように、広帯域ＣＰＥ２０６の本実施例は、広帯域多重化環境とレガシーな利
用環境の両方で動作することが望ましい。レガシーなＣＰＥを用いて所望の番組を受信す
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るためには、ＣＰＥは、適切なＲＦチャンネルを受信するように同調し、受信した信号を
復調し、復調された信号を必要に応じて暗号解読し、復調され暗号解読された多重信号を
デマルチプレクシングして、最後に、適切な番組をデコードできることが必須となる。番
組を受信するために、どのＲＦチャンネルに同調させるかに関する情報は、通常は、番組
情報テーブルで定義されており、これらのテーブルは、同一のトランスポートストリーム
あるいは、ＣＰＥに送られる隣接した他のパケットストリームを用いて、繰り返し送信さ
れる。
【００８６】
　例えば、ＯｐｅｎＣａｂｌｅ（登録商標）規格を実装したＣＰＥでは、このような所望
の番組チャンネルから実際の詳細な同調周波数への変換は、例えば、ＰＡＴあるいはＰＭ
Ｔなどの、プログラム特有情報（ＰＳＩ）内に含まれている特別な記述子を用いて行なわ
れる。一つの変形としては、ＰＭＴ内で、相互参照あるいはマッピングを定義するものが
ある。他の実施例としては、イベント情報テーブル（ＥＩＴ）内に格納された情報を用い
て、所望の番組と、詳細な同調周波数との間の関連付けを行なうものがある。他の方法を
用いても同様の結果が得られる。
【００８７】
　本発明の実施例のＣＰＥ２０６は、広帯域同調について、上述した同調機構と類似の機
構を用いている。全てのテーブル形式を実質的にレガシーシステムに対しても適合すると
いう要求を設けることにより、図４Ａに示した一実施例を適用して同調手順が構成できる
という利点がある。所定のコンテンツ番組は、複数のＲＦ搬送波を同時に復調することを
要求する場合には、それは広帯域番組であることを示すものとなる。他のテーブル内容に
は、番組が使う複数のチャンネルの数（Ｍ）が設定されている。ＣＰＥ２０６が、この数
をデコードした段階で、ＣＰＥは、当該番組の広帯域変調に用いられるＱＡＭチャンネル
周波数を、テーブル中のさらに他の内容の中から検索ことが可能となる。この情報処理の
一つの変形としては、全てのＭ個のチャンネルを連続するように選択して、開始（あるい
は終了）点を表すシンタックスと、連続したチャンネル（例えば、“［開始点］から始る
Ｍ個の連続したチャンネル”あるいは“［終了点］を表す点まで連続したＭ個のチャンネ
ル”）の数に対応したフィールドとを利用するものがある。この後者の方法は、テーブル
ビット数のダウンストリーム伝送の効率を向上させる効果がある。
【００８８】
　本発明による、番組同調ロジックの一実施例を、図５に示す。ＣＰＥ２０６が、特定の
番組に同調すると、その同調した番組が、広帯域番組であるかどうかを、まず最初に判定
する（ステップ５０２）。もし番組が、広帯域番組でない場合は（例えば、上述したテー
ブル内容および／あるいは他の記載内容から判断して）、処理を従来の同調ステップ（ス
テップ５０４）に進める。もし、番組が、広帯域番組であると判断された場合には、ＣＰ
Ｅは、広帯域番組がそのデコード能力の範囲内にあると判断する（ステップ５０６）。も
し番組をデコードできない場合には、ユーザにフィードバックし（例えば、“デコード不
能”メッセージをユーザの表示装置に表示し）、および／あるいは（アップストリームＯ
ＯＢチャンネルを介するなどして）内容を伝送する（ステップ５０８）。もし番組がデコ
ード可能である場合には、番組の同調チャンネル情報を取り出し解析する（ステップ５１
０）。さらに、ステップ５１２において、追加処理を行なうが、これらの追加処理は、デ
コードされたコンテンツをさらにデコードし表示するために必要な様々な処理であるが、
当業者にとっては従来技術として公知のものである。
【００８９】
パケットジッタ、遅延および再順序付け
　同一の番組あるいは同一のコンテンツストリームに属するパケットは、多様な物理的な
搬送波（すなわち、ＡＴＭ　ＶＰＩ／ＶＣＩに類似の複数の物理的チャンネルを介して確
立された論理的チャンネル）を経由してＣＰＥ２０６に到達することができ、その結果、
これらのパケットは、ＣＰＥでは、順序が入れ替わったり、順序が入り乱れた状態で受信
されることとなる。本発明の一実施例では、ＣＰＥ２０６に、パケットの再順序付け機能
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を設けている。この再順序付け機能の一つの変形としては、連続性カウンタ（ＣＣ）フィ
ールドを、パケットのＭＰＥＧヘッダ部のビットのヘッダに設けるものがある。この方法
の利点は、既存のプロトコル構成をそのまま利用し、パケットオーバーヘッドや他の機構
を付加しなくて済むという点にある。しかし、本発明のパケット再順序付け処理は、ＭＰ
ＥＧのＣＣフィールド構成に、本質的に依存したものではない。すなわち、他にも多くの
トランスポートプロトコルによって、ヘッダフィールドにパケットカウンタを設けて、こ
のようなパケット再順序付けを行なうことが可能となる。さらに、以下に説明するジッタ
補償（例えば、ジッタバッファ）や、特に、遅く到着したパケットの潜伏時間を上限を設
定する同様の方法の利用など、パケット管理のための他の機構を、再順序付けと併せて用
いることが可能である。
【００９０】
　一般的に、広帯域多重のＭ個のチャンネルの各々に用いられる変調パラメータは、同一
ではない。これにより、ＣＰＥ２０６に対しては、パケットは、中継局側のマルチプレク
サへの入力から、ＣＰＥ側のデマルチプレクサ４２４の出力までの間で、遅延にばらつき
が生じるという問題が発生する。いくつかのアプリケーションでは、コンテンツ番組内で
のこのような時間軸上のジッタを除去するため、ＣＰＥを実装する必要がある。搬送波に
用いられるコンステレーションなどの変数に依存して、終端間のパケットの遅延は異なる
。ジッタ除去操作は、パケットに組み込まれ、ジッタの程度（例えば、システムあるいは
ＳＩクロックあるいは他の時間要素に関連したパラメータ）を表すタイムスタンプを調べ
るなどの、いくつかの異なる方法を用いて行なうことが可能である。本発明のジッタ補償
器４２４は、ジッタ補償器（および／あるいは、関連する変調器／復調器自身）が動的に
補償されるように、取り出された時間情報に関連した、広帯域多重内の各ＱＡＭ搬送波の
変調特性を解析する方法を利用している。適切なタイミング情報を取り出し、任意のジッ
タを補償する受信端（例えば、ＣＰＥ２０６）でのタイミング調整機能は、デジタル形式
のオーディオ／ビデオ番組に関するリアルタイム性に対する要求仕様を満足するものとな
る。
【００９１】
エッジＱＡＭでの実装
　ある種のアプリケーションでは、ケーブルシステム事業者は、いわゆる“ギガビット・
イーサネット（登録商標）”（ＧＢＥ）あるいは同様のデータインフラとプロトコルを用
いて、基幹ネットワーク（すなわち、中継局とネットワークハブとの間）でオーディオ／
ビデオコンテンツを伝送している。従って、デジタルテレビ信号がＱＡＭチャンネルに変
調される地点には、ハブが用いられる。この機能を担う構成装置は、一般的に“エッジＱ
ＡＭ”装置と呼ばれるものである。エッジＱＡＭ装置では、所定のコンテンツ番組に属す
るパケットは、入力（例えば、ギガビット・イーサネット（登録商標））インターフェー
スから選択され、所望の出力ポートに伝送される。
【００９２】
　従って、本発明の他の実施例においては、図２のケーブルシステム中継局２００に実装
されたＨＤ統計的多重の、ＱＡＭ変調などの構成要素が、エッジＱＡＭに実装され、ある
いは、必要とされる機能性（例えば、多重化、変調および暗号化）の全てが、エッジ装置
に実装されている。図６は、システム６００の一実施例を示すものであり、ここでは、中
継局６０２が、例えば、光ファイバーネットワーク６０４を介して、光受信機６０６に接
続され、最終的にエッジＱＡＭ６０８に接続されている。光ネットワークは、例えば、高
密度波長分割多重（ＤＷＤＭ）、ＯＦＤＭ、あるいはこれらと同種の方式を含んでいる。
光受信機は、光“トランスポートストリーム”をデマルチプレックシングし、例えば、Ｇ
ＢＥインターフェースあるいは非同期シリアル・インターフェース（ＡＳＩ）を介して、
このデータをエッジＱＡＭ装置６０８に提供する。エッジＱＡＭ装置６０８は、ネットワ
ークのケーブル（ＲＦ）部の様々な搬送波６１０に、信号を変調する。
【００９３】
　中継局６０２とエッジＱＡＭ６０８の間には、文字通り任意の種類の媒体（あるいは、
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実質的に複数の種類の、シリアルあるいはパラレル構成された媒体）を配置することがで
きる。さらに、複数の同種あるいは異種のエッジ装置を用いることも可能である。例えば
、全てのハブに、同一の構成をもつエッジＱＡＭを用いたり、あるいは、第一の構成をも
つものを配信ハブに用い、他の構成をもつものを他のハブに用いることが可能である。さ
らに、全体のネットワークは、ハイブリッド化した構成や、異種のものを組み合せた非均
質な構成で実装することが可能である。例えば、所定のサービス地域のある部分は、図２
Ａに示した構成と類似のものとし、他の部分は、図６（図６Ａ参照）に示した構成と類似
のものとすることが可能である。
【００９４】
　さらに、前述のＧＢＥシステムで説明したものは、単に例証にすぎない。例えば、非同
期転送モード（ＡＴＭ）バックボーンや他の種類のネットワーク／プロトコルを利用して
、ネットワークの様々な構成要素間を接続する媒体を構成することが可能である。
【００９５】
　また、本発明の方法は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの任意の構成あ
るいは組み合せを用いて実現することが可能であり、様々な物理的あるいは論理的な構成
要素の中に組み込むことが可能である。例えば、上述したＨＤ広帯域多重機能は、ネット
ワーク（例えば、前述したＭＥＭ２１２）内に置かれた、中継局、ノードあるいはハブな
どの単一の装置で実行される一つあるいはそれ以上の数のコンピュータプログラムの形で
実現することが可能である。一方、このコンピュータプログラムは、同一の場所あるいは
異なる場所に配置された様々なハードウェア環境に配備された、一つあるいはそれ以上の
数のコンポーネントを有するものであってよい。他の例としては、機能の一部は、その上
で実行可能なコードを含む、専用あるいは特定用途向けＩＣとして実装することも可能で
ある。本発明を実施する構成としては、この他にも多様な構成があり、それらは、本開示
を知る当業者であれば、容易に理解可能なものである。
【００９６】
広帯域時差配信
　本発明の広帯域装置および方法は、ＨＤ解像度の増加や、擬似ＶＯＤ（ＮＶＯＤ）を含
む他の利点をもたらす用途にも用いることが可能である。特に、一実施例として、所定の
高品位ビデオ（例えば、ＨＤ）番組のタイムシフトコピーを、広帯域多重で伝送するよう
な、番組の“時差配信”がある。時差配信とは、同一の番組の同一の複写物に対して、そ
れらの開始時間に時差を設けて、互いに多重化し、トランスポートストリームを作る処理
である。視聴者が、トランスポートストリームに同調させると、次の時差で送られた番組
の複写物の受信が開始されると同時に、視聴者は、番組の開始から視聴を始めることがで
きる。これにより、長い時間を待たされることなく（例えば、次に予定されている、映画
の一巻の２時間枠などの繰り返しを待つことなく）、ＶＯＤに類似した機能性が得られる
。例えば、１２０分物の映画の２４本の複写物の場合、各複写物に概ね１．２Ｍｂｐｓの
帯域幅を割当てると、ケーブルネットワークの一つのＱＡＭチャンネルで５分づつずらし
て開始させることができる。視聴者がこの多重状態に同調させると、視聴者は、番組の複
写物の開始から５分以上経過しない状態で、視聴を始めることができる。
【００９７】
　上述したように、番組の各タイムシフト版は、異なる配信を含んでいる。従って、ＭＳ
Ｏは、ユーザに対して、ＶＯＤに類似した機能を提供することができ、この場合、潜伏時
間（すなわち、ＮＶＯＤが、実際のＶＯＤと実際にどれだけ“近い”ものとなっているか
を示す指標であり、上記の例では、その値は５分であったもの）は、時間遅延と広帯域多
重の数値によって定まるものとなる。
【００９８】
　上述した潜伏時間と、多重化された同一の番組の複写物の数の間には、トレードオフの
関係がある。例えば、上記の例で示した時差配信ストリームは、番組を１２の複写物に分
けると、それらの開始時間は１０分の時差とすることも可能である。従って、サービス提
供者は、再度アクセス可能となる番組の所定の部分に関する待ち時間あるいは潜伏時間が
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短くなるサービスを、視聴者に対して提供しようとする際には、番組のより多くの複写物
を多重化する必要が生じる。
【００９９】
　時差配信の方法を、通常、１２Ｍｂｐｓから１８Ｍｂｐｓの圧縮率の（ＨＤ番組などの
）高品位番組に適用しようとすると、高々３つの複写物しか時差配信できない。しかし、
本発明の広帯域多重を用いると、より多くの複写物を収容するために利用可能な帯域幅を
さらに増やせるため、視聴者に強いる待ち時間や潜伏時間を短縮できる。例として、４つ
のＱＡＭチャネルからなる広帯域多重の場合、各々１２０分間のＨＤ番組を１２個の複写
物に分け、各々を１２Ｍｂｐｓで伝送するものと仮定すると、結果として待ち時間は１０
分以下となる。
【０１００】
　従って、本発明による広帯域多重を利用することにより、単一の多重で多重化されたＨ
Ｄ番組を時差配信する制限を克服でき、システム運用者に対しては、最小のユーザ待ち時
間で高品位の擬似ＶＯＤを時差配信するサービスを供給できる能力を提供できるという利
点がもたらされる。
【０１０１】
　また、本発明の広帯域同調を用いることにより、従来技術（狭帯域）のシステムにある
ような単一の物理的チャンネルからの“同調外れ”を回避するという利点が得られ、これ
により、時差配信をより効果的なものとすることができる。特に、ユーザは、所定の時差
をもつように調整された時間枠で広帯域多重にアクセスするだけで、時差配信される番組
の複写物にアクセスでき、これにより、別のマルチキャスト／時差配信チャンネルに同調
させる必要がなくなる。
【０１０２】
ビジネス形態
　本発明の他の特徴として、前述した“広帯域”中継局、エッジおよびＣＰＥ機能を用い
ることにより、様々なビジネス形態を実現することが可能となる。すでに説明したように
、ユーザに対して、新たなＣＰＥへの更新を強制したり、サービスが受けられない状況に
おかれることを強いることがないように管理する方法で、特定のサービス地域あるいは利
用者の部分集合を、新たな（広帯域）ＣＰＥに移行させることが可能である。
【０１０３】
　しかし、さらに進んだビジネスモデルとしては、例えば、更新されたＣＰＥや広帯域Ｐ
ＣＥを、“特約”機能として利用者／加入者に（有料、プロモーションあるいは無料の如
何に関わらず）提供することも考えられる。すでに説明したように、広帯域受信機に、２
つあるいはそれ以上の数の動作モード（例えば、８ＱＡＭ、４ＱＡＭ、２ＱＡＭなど）を
備えさせて、これらのモード間の切替えを基本的には継ぎ目のないものとすれば、加入者
にとって、装置故障、保守あるいはモード変更の間に、変化する番組の条件に応じた信頼
性と連続性とをより強化した形で提供される。例えば、従来技術での単一のＱＡＭをもつ
ＣＰＥでは、単一のＱＡＭが欠落すると、（少なくとも一時的には）ストリームサービス
中のＨＤコンテンツあるいはその他のコンテンツが失われることになる。これに対し、８
ＱＡＭの広帯域システムで単一のＱＡＭが欠落した場合には、中継局のマルチプレクサの
ＱＡＭプール容量が減ることとなり、これにより、強制的にモード移行が行なわれる（例
えば、欠落したＱＡＭが４ＱＡＭに含まれない場合には、４ＱＡＭにモード移行する）。
このモード移行は、モードを移行させる時期と移行先のモードをＣＰＥに通知するための
、単純な帯域内通信あるいはＯＯＢダウンストリーム通信等を介して、継ぎ目なく行なう
ことができる。また、中継局とＣＰＥは、“ＱＡＭパッケージ”あるいは予め決められた
特定のＱＡＭの組とともに構成することが可能であり、これにより、中継局は、ＱＡＭパ
ッケージ番号をＣＰＥに伝送するだけでよくなる。これに代えて、所定の動作条件のもと
で、例えば保守などの状況では、プログラムを使って、ＱＡＭパッケージをモード移行さ
せることも可能である。
【０１０４】
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　ユーザあるいは加入者は、広帯域ＣＰＥを導入（あるいは、既設のレガシーなＣＰＥを
交換）することに対して、金銭的あるいは他の奨励的な還付を受けることが可能である。
これは、所定のサービス地域における広帯域ＣＰＥの普及率が高ければ高いほど、ＭＳＯ
あるいはプロバイダ事業者にとっては、ＨＤ番組に関する統計的多重化の効率が高くなる
という利点が得られるからである。一例として、図２に示した広帯域統計的マルチプレク
サ（ＭＥＭ２１２）が、レガシーな（狭帯域）ＣＰＥのみを含む既設ＣＰＥと通信を行な
う限定された状況を考える。ＭＥＭは、単一ＱＡＭを用いて、各ＣＰＥとの間の通信を行
なうため、広帯域ＭＥＭ２１２を導入する利点は結果として阻害されてしまう。しかし、
他の制限（すなわち、配備する全てのＣＰＥを広帯域ＣＰＥとする場合）の元では、上述
した多重化の方式の全ての利点を享受することができる。従って、ＭＳＯに金銭的な還元
を行なって、できるだけ多くの広帯域ＣＰＥを配備させ、これを実現する一つの可能な方
法として、加入者に対して、奨励金の支払いや割引き、その他の奨励的な還元を行ない、
契約をとりまとめることが現実的なものとなる。
【０１０５】
　本発明のいくつかの特徴について、その方法を、指定された順序で実行するステップの
形で説明してきたが、これらの説明は、本発明の様々な方法の一部を例証しているにすぎ
ず、特定のアプリケーションの必要に応じて修正することが可能である。いくつかのステ
ップは、特定の状況では、不必要なものであったり、オプションであったりする。さらに
、いくつかのステップあるいは機能性を、開示された実施例に付け加えることが可能であ
り、あるいは、二つあるいはそれ以上の数のステップの実行順序は、入れ替えることも可
能である。このような変更の全ては、ここで開示され請求された本発明に包含されている
ものである。
【０１０６】
　以上の詳細な記述では、本発明の特徴を様々な実施例に適用した形で説明してきたが、
図示した装置あるいは処理の形態および詳細については、当業者によって、本発明の主旨
を逸脱しない範囲で、様々な省略、置換えならびに変更が可能である。前述の説明は、現
状で考えられうる、本発明実施の最良の形態である。この説明は、限定的なものではなく
、本発明の一般的な原理を例証したものに過ぎない。本発明の範囲を、特許請求の範囲で
定義する。
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