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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上放送番組を視聴できる一般車両と、地上放送番組と衛星放送番組とを視聴できるグ
リーン車両とを有する列車内で放送配信を行う列車内放送配信システムであり、
　座席毎に設置される座席端末であって、一般車両の座席に設置された場合に一般車両に
割り当てられるマルチキャストアドレスが設定され、グリーン車両の座席に設置された場
合にグリーン車両に割り当てられるマルチキャストアドレスが設定される座席端末と、
　地上放送番組の電波と衛星放送番組の電波とを受信する受信装置と、
　前記受信装置により受信された地上放送番組の電波と衛星放送番組の電波とに基づいて
前記地上放送番組のデータと前記衛星放送番組のデータとを生成し、生成した地上放送番
組のデータを一般車両用のマルチキャストアドレスを用いてマルチキャスト送信し、生成
した地上放送番組のデータと衛星放送番組のデータとをグリーン車両用のマルチキャスト
アドレスを用いてマルチキャスト送信するエンコーダとを有し、
　一般車両に設置された座席端末は、前記一般車両用のマルチキャストアドレスを用いて
マルチキャスト送信された地上放送番組のデータを受信し、受信した地上放送番組のデー
タに基づいて前記地上放送番組を出力し、
　グリーン車両に設置された座席端末は、前記グリーン車両用のマルチキャストアドレス
を用いてマルチキャスト送信された地上放送番組のデータと衛星放送番組のデータとを受
信し、受信した地上放送番組のデータに基づいて前記地上放送番組を出力し、受信した衛
星放送番組のデータに基づいて前記衛星放送番組を出力する
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ことを特徴とする列車内放送配信システム。
【請求項２】
　放送チャンネル毎に前記エンコーダを有することを特徴とする請求項１記載の列車内放
送配信システム。
【請求項３】
　前記列車内放送配信システムは、さらに、
車両毎に配置され、前記エンコーダによりマルチキャスト送信された地上放送番組のデー
タと衛星放送番組のデータとを受信し、受信した地上放送番組のデータと衛星放送番組の
データとを当該車両の座席端末へマルチキャスト配信する伝送装置であって、他の車両の
伝送装置とリング型ネットワークを形成する伝送装置を有する
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の列車内放送配信システム。
【請求項４】
　前記列車内放送配信システムは、さらに、列車外の風景を撮像する撮像装置を備え、
　前記伝送装置は前記撮像装置が撮像した列車外の風景のデータを受信し、受信した列車
外の風景のデータを自伝送装置が配置された車両の座席端末へ配信する
ことを特徴とする請求項３記載の列車内放送配信システム。
【請求項５】
　前記列車内放送配信システムは、さらに、
　ビデオデータと音楽データとゲームデータと車内販売商品データとを記憶する提供デー
タ記憶装置と、
　前記提供データ記憶装置に記憶されているビデオデータ、音楽データ、ゲームデータお
よび車内販売商品データを前記伝送装置を介して各座席端末に配信するサーバ装置と
を有することを特徴とする請求項３または請求項４記載の列車内放送配信システム。
【請求項６】
　前記座席端末は利用者が商品を発注するための入力機器を備え、前記入力機器で発注さ
れた商品についての発注データを前記サーバ装置に送信し、
　前記サーバ装置は前記座席端末が送信した発注データに基づいて受注処理を行うことを
特徴とする請求項５記載の列車内放送配信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＩＰネットワークを利用してＴＶの放送番組を列車内に配信する列
車内放送配信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図９に従来のＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ネットワークによるＴＶ（
ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）放送配信システム（特許文献１）の構成を示す。図中の受信装置
７０１はアンテナ７０６を介して放送電波を受信する。配信用サーバ７０２は受信装置７
０１が受信した放送電波の信号をデジタル符号化して放送番組データとして大容量記録媒
体７０５に蓄積し、蓄積した放送番組データを配信する。ＩＰネットワーク７０３はＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やインターネットなどの通信網である。受
信コンピュータ端末７０４はＴＶ放送の配信を受けるＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ）やテレビなどの利用者端末装置である。大容量記録媒体７０５は磁気ディスク
やＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などである。
【０００３】
　次に動作について説明する。まず、受信装置７０１はアンテナ７０６を介してＴＶ放送
の電波を受信する。次に、配信用サーバ７０２は受信装置７０１が受信した放送電波のア
ナログ信号をデジタル符号化して放送番組データとして大容量記録媒体７０５に一旦保存
する。そして、受信コンピュータ端末７０４がＩＰネットワーク７０３経由で配信用サー
バ７０２に対して放送番組の配信要求を行ったときに、配信用サーバ７０２は大容量記録
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媒体７０５に保存されている放送番組のデジタルデータを受信コンピュータ端末７０４に
ＩＰネットワーク７０３経由で配信する。
【特許文献１】特開２００１－３３９６７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このＴＶ放送配信システムには以下のような課題点がある。
（１）デジタル符号化した放送番組のデータを大容量記録媒体７０５に一旦保存する必要
があるため、配信する放送番組数の増加に伴い大容量記録媒体７０５の記録容量を増加す
る必要がある。
（２）放送中の番組を配信する場合、放送番組のデータを大容量記録媒体７０５に保存す
るための時間だけ余計に、ＴＶ局が番組を放送し受信装置７０１が放送電波を受信してか
ら受信コンピュータ端末７０４が放送番組を出力し利用者が放送を視聴できるまでに時間
差が生じる。
（３）受信コンピュータ端末７０４が複数ある場合、ＩＰネットワーク７０３のネットワ
ークトラフィック（放送番組の配信要求と放送番組の応答）は受信コンピュータ端末７０
４の台数分発生する。このため、受信コンピュータ端末７０４の台数に応じた回線容量が
必要になる。
（４）受信コンピュータ端末７０４が複数ある場合、各受信コンピュータ端末７０４から
の放送番組の配信要求を処理するため配信用サーバ７０２の負荷が上がる。このため、受
信コンピュータ端末７０４の台数に応じて配信用サーバ７０２の処理能力を増強する必要
がある。
【０００５】
　本発明は上記課題などを解決するためになされたものであり、例えば、以下の事項を目
的とする。
（１）放送番組のデータを蓄積するための大容量記録媒体７０５を不要にする。
（２）ＴＶ局が番組を放送し受信装置７０１が放送電波を受信してから受信コンピュータ
端末７０４が放送番組を出力し利用者が放送を視聴できるまでの時間差をより小さくする
。
（３）放送番組の配信に必要な回線容量をより小さくする。
（４）配信用サーバ７０２の負荷を軽減する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の列車内放送配信システムは、符号化された放送のデジタル信号を復号して放送
する複数の利用者端末装置と、複数の前記利用者端末装置と接続する集線装置と、放送の
電波を受信し、受信した電波に基づく放送のアナログ信号を出力する受信装置と、前記受
信装置が出力した放送のアナログ信号を符号化して放送のデジタル信号を生成するエンコ
ーダと、前記エンコーダが生成した放送のデジタル信号を前記集線装置を介して各利用者
端末装置にマルチキャスト配信する伝送装置であり、車両毎に配置され、他の車両の伝送
装置とリング型ネットワークを形成する伝送装置とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、例えば、以下のことが可能になる。
（１）伝送装置がマルチキャストにより放送中の番組を各受信コンピュータ端末７０４（
利用者端末装置）に配信するため、放送番組のデータを蓄積する必要が無く、大容量記録
媒体７０５が不要になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１、図２は、以下に説明する実施の形態におけるＴＶ放送配信システムの概要図であ
る。
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　実施の形態におけるＴＶ（ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）放送配信システムの概要について、
図１、図２に基づいて以下に説明する。
【０００９】
　図１、図２において、受信装置７１１はアンテナ７１６を介して放送電波を受信する。
エンコーダ７１２は受信装置７１１が受信した放送電波の信号をデジタル符号化する。Ｉ
Ｐネットワーク７１３はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やインターネ
ットなどの通信網である。受信コンピュータ端末７１４はＴＶ放送の配信を受けるＰＣ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やテレビなどの利用者端末装置である。図１、図
２には利用者端末装置（受信コンピュータ端末７１４）を１台図示しているが、実施の形
態におけるＴＶ放送配信システムでは複数台の利用者端末装置にＴＶ放送を配信すること
を想定している。また、図２において、記録媒体７１５は受信コンピュータ端末７１４に
接続され、放送番組データの保存用として利用者に利用される。記録媒体７１５は、例え
ば、磁気ディスクやＤＶＤである。
【００１０】
　次に動作について説明する。まず、受信装置７１１はアンテナ７１６を介してＴＶ放送
の電波を受信する。次に、エンコーダ７１２は受信装置７１１が受信した放送電波のアナ
ログ信号をデジタル符号化して、大容量記録媒体に保存することなく、ＩＰネットワーク
７１３にマルチキャスト配信する。そして、受信コンピュータ端末７１４はエンコーダ７
１２が配信しＩＰネットワーク７１３に流れている放送番組のマルチキャストデータを受
信し、放送番組を利用者のために表示・音声出力する。
　また、図２において、受信コンピュータ端末７１４は受信した放送番組のデータを記録
媒体７１５に保存してもよい。これにより、受信コンピュータ端末７１４が記録媒体７１
５に保存されている放送番組のデータを再生し、利用者が自分の都合に応じていつでも好
きな時間に過去の放送番組を視聴することができる。
【００１１】
　このＴＶ放送配信システムには以下のような利点がある。
（１）エンコーダ７１２がマルチキャストにより放送中の番組を各受信コンピュータ端末
７０４に配信するため、放送番組のデータを蓄積する必要が無く、大容量記録媒体を持っ
た配信用サーバを必要としない。
（２）放送番組のデータを蓄積する必要が無いため、放送番組のデータを大容量記録媒体
に保存するための時間がかからず、ＴＶ局が番組を放送し受信装置７１１が放送電波を受
信してから受信コンピュータ端末７１４が放送を出力し利用者が放送を視聴できるまでの
時間差が短くなる。
（３）エンコーダ７１２が放送番組をユニキャストではなくマルチキャストで配信するた
め、受信コンピュータ端末７１４が複数ある場合でも受信コンピュータ端末７１４毎にＴ
Ｖ放送を配信する必要が無く、放送番組の配信に必要な回線容量が小さくなり、放送番組
の配信による回線利用率は増大しない。
（４）エンコーダ７１２が放送番組をユニキャストではなくマルチキャストで配信するた
め、受信コンピュータ端末７１４が複数ある場合でも、エンコーダ７１２は各受信コンピ
ュータ端末７０４からの放送番組の配信要求を処理する必要が無く、システム負荷は上が
らない。
（５）受信コンピュータ端末７１４に配信する放送チャンネル数を増やす場合、受信装置
７１１とエンコーダ７１２とを番組数分増やすのみでよい。
【００１２】
　実施の形態１．
　実施の形態１として、列車内で放送番組の配信を行う列車内放送配信システムについて
説明する。
【００１３】
　図３は、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１の概要図である。
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１の概要について、図３に基づいて
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以下に説明する。
【００１４】
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１では、ＴＶの放送電波を放送受信
アンテナ２１０（受信装置）が受信し、チューナ２００（受信装置）が放送受信アンテナ
２１０の受信した放送電波からＴＶ局に応じた放送電波を選択して当該ＴＶ局が放送して
いる番組の信号を出力する。そして、列車１００の車両毎に備えられリング型のＬＡＮ９
４２を形成する伝送装置３００がチューナ２００の出力した放送番組を当該車両内の各座
席端末４１０（利用者端末装置）や車内端末４２０（利用者端末装置）にマルチキャスト
配信する。座席端末４１０や車内端末４２０では配信された放送番組を表示出力・音声出
力して列車１００の乗客にＴＶ放送配信サービスを提供する。
　また、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１では、ＴＶ放送配信サービ
スの他にも、車外撮影カメラ６１０（撮像装置）で撮像された列車外風景を座席端末４１
０や車内端末４２０にマルチキャスト配信する風景配信サービスなども提供する。
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１は伝送装置３００が放送番組をマ
ルチキャスト配信すること、各車両の伝送装置３００がリング型のＬＡＮ９４２に接続す
ることを特徴とする。
　伝送装置３００が放送番組をマルチキャスト配信することにより、放送番組が各座席端
末４１０や車内端末４２０毎にユニキャスト送信されないため、ＬＡＮ９４２のトラフィ
ックは増大しない。
　また、各車両の伝送装置３００がリング型のＬＡＮ９４２に接続してリングの一方向に
各種信号（例えば、放送番組の信号）を送出して通信することにより、伝送装置３００間
で信号の衝突が発生しない。また、各車両の伝送装置３００が左右両方向への信号の送出
が可能なように二重の通信路を持つリング型のＬＡＮ９４２に接続することにより、ある
伝送装置３００やある伝送装置３００間のケーブルに障害が発生して一方への通信が行え
なくても、他方回りで放送番組を転送することが可能になる。つまり、実施の形態１にお
ける列車内放送配信システム１０１は、一部で発生した障害の影響がシステム全体に波及
せず、伝送装置３００に障害が発生した車両以外の各座席端末４１０、各車内端末４２０
に放送番組を配信することができる。
　これにより、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１は画質、音質、可用
性などにおいて品質の良いＴＶ放送配信サービスや風景配信サービスを乗客に提供するこ
とができる。
　また、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１は、各車両に伝送装置３０
０を有することにより、車両の切り離し、別の車両との連結が発生した場合でも、ＴＶ放
送配信サービスや風景配信サービスを各車両の乗客に提供することができる。
【００１５】
　図４は、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１の構成例である。
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１の構成例について、図４に基づい
て以下に説明する。
　実施の形態１において列車はａ号車からｍ号車までの車両が連結しているものとする。
　列車内放送配信システム１０１において、先頭車両（ａ号車）は、放送受信アンテナ２
１０、チューナ２００（チューナ２００Ａ～チューナ２００Ｎ）、符号化装置（エンコー
ダ５１０Ａ～エンコーダ５１０Ｎ、エンコーダ６１１）、集線装置（スイッチングハブ５
２０ａ、リピータハブ５２１、スイッチングハブ５２２）、座席端末４１０（座席端末４
１０ａ１～座席端末４１０ａｘ）、車内端末４２０ａ、サーバ装置（車内販売サーバ６２
１、コンテンツサーバ６２２、メディアサーバ６２３）、提供データ記憶装置（販売ＤＢ
６３１、コンテンツＤＢ６３２、メディアＤＢ６３３）、車外撮影カメラ６１０、伝送装
置３００ａを有する。
　また、他の車両（ｂ号車～ｍ号車）は、集線装置（スイッチングハブ５２０ｂ～スイッ
チングハブ５２０ｍ）、座席端末４１０（座席端末４１０ｂ１～座席端末４１０ｍｘ）、
車内端末４２０（車内端末４２０ｂ～車内端末４２０ｍ）、伝送装置３００（伝送装置３
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００ｂ～伝送装置３００ｍ）を有する。
【００１６】
　放送受信アンテナ２１０はＴＶの放送電波を受信する受信装置、空中線である。
　チューナ２００（チューナ２００Ａ～チューナ２００Ｎ）は放送電波からあるチャンネ
ル向けに放送されている周波数の電波を選択してそのチャンネル向けに放送されている番
組のアナログ信号を生成する受信装置、同調装置である。
　符号化装置（エンコーダ５１０Ａ～エンコーダ５１０Ｎ、エンコーダ６１１）はアナロ
グ信号を符号化してデジタル信号を生成する。
　チューナ２００と符号化装置とはＴＶのチャンネル数分備えられている（符号化装置は
車外撮影カメラ６１０用にも別途備えられている）。実施の形態１でのＴＶのチャンネル
数は“Ｎ”であり、列車内放送配信システム１０１はチューナ２００Ａ～チューナ２００
Ｎを備え、チューナ２００Ａ～チューナ２００ＮはチャンネルＡ～チャンネルＮの放送番
組のアナログ信号をエンコーダ５１０Ａ～エンコーダ５１０Ｎに出力するものとする。例
えば、チューナ２００ＡはチャンネルＡの放送番組のアナログ信号をエンコーダ５１０Ａ
に出力し、チューナ２００ＢはチャンネルＢの放送番組のアナログ信号をエンコーダ５１
０Ｂに出力し、チューナ２００ＮはチャンネルＮの放送番組のアナログ信号をエンコーダ
５１０Ｎに出力する。
【００１７】
　サーバ装置（車内販売サーバ６２１、コンテンツサーバ６２２、メディアサーバ６２３
）は車内販売している商品の商品情報、ゲームなどのコンテンツ情報、ビデオ（動画、音
声）や音楽（音声）などのメディア情報を列車内の乗客に提供する。
　提供データ記憶装置（販売ＤＢ６３１、コンテンツＤＢ６３２、メディアＤＢ６３３［
ＤＢ：ＤａｔａＢａｓｅ］）は車内で販売している商品情報、ゲームなどのコンテンツ情
報、ビデオ（動画、音声）や音楽（音声）などのメディア情報を記憶している。
　車外撮影カメラ６１０は車外風景を撮像する撮像装置である。
【００１８】
　座席端末４１０（座席端末４１０ａ１～座席端末４１０ｍｘ）、車内端末４２０（車内
端末４２０ａ～車内端末４２０ｍ）はＴＶの放送番組、車内販売している商品の商品情報
、ゲームなどのコンテンツ情報、ビデオ（動画、音声）や音楽（音声）などのメディア情
報を当該座席の乗客、当該車両の乗客に提供する利用者端末装置である。座席端末４１０
、車内端末４２０はコントローラ（コントローラ４１１ａ１～コントローラ４１１ｍｘ、
コントローラ４２１ａ～コントローラ４２１ｍ）、表示装置（表示装置４１２ａ１～表示
装置４１２ｍｘ、表示装置４２２ａ～表示装置４２２ｍ）を備える。コントローラはデー
タの入出力処理、符号化されたデジタル信号を復号するデコード処理、表示装置の制御処
理を行う制御装置、デコーダである。表示装置は表示出力、音声出力を行う。
【００１９】
　伝送装置３００（伝送装置３００ａ～伝送装置３００ｍ）はチューナ２００、エンコー
ダ５１０（エンコーダ５１０Ａ～エンコーダ５１０Ｎ）からの放送番組を座席端末４１０
、車内端末４２０にマルチキャスト配信する。マルチキャスト配信はデータ（信号）をマ
ルチキャスト送信すること及びマルチキャスト送信されたデータ（信号）を転送すること
を意味するものとする。また、伝送装置３００は座席端末４１０からの乗客の要求をサー
バ装置に転送し、サーバ装置からの応答を座席端末４１０に転送する。伝送装置３００は
車両毎に備えられ、各伝送装置３００はリング型のＩＰネットワークであるＬＡＮ９４２
で接続する。ＬＡＮ９４２において、各伝送装置３００は二本の光ケーブルで接続し、二
本の光ケーブルを用いて異なる方向に信号を送出することで通信路を二重化している。
【００２０】
　集線装置（リピータハブ５２１、スイッチングハブ５２０ａ～スイッチングハブ５２０
ｍ、スイッチングハブ５２２）は符号化装置、伝送装置３００、座席端末４１０、車内端
末４２０、サーバ装置などの通信機器の複数とケーブルで接続し、通信機器間において通
信信号（通信データ）の中継を行う。リピータハブ５２１はエンコーダ５１０が出力した
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放送番組のデジタル信号を伝送装置３００ａに転送する。スイッチングハブ（スイッチン
グハブ５２０ａ～スイッチングハブ５２０ｍ、スイッチングハブ５２２）は座席端末４１
０－伝送装置３００間、サーバ装置－伝送装置３００ａ間で通信されるデータ（信号）を
送信先アドレス（マルチキャストアドレス、ユニキャストアドレス）に従って転送する。
【００２１】
　図５は、実施の形態１における列車内放送配信方法を示す列車内放送配信処理のフロー
チャートである。
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１では、ＴＶの放送番組を各座席端
末４１０、各車内端末４２０に配信する列車内放送配信サービスを行う。
　実施の形態１における列車内放送配信方法について、図５に基づいて以下に説明する。
【００２２】
＜Ｓ１０１＞
　まず、各チューナ２００が所定のチャンネル向けに放送されている周波数の電波を放送
受信アンテナ２１０を介して受信し、受信した電波から所定のチャンネル向けに放送され
ている番組のアナログ信号を生成し、生成した所定のチャンネル向けに放送されている番
組のアナログ信号をエンコーダ５１０に出力する。
　例えば、チューナ２００ＡはチャンネルＡの放送番組のアナログ信号をエンコーダ５１
０Ａに出力し、チューナ２００ＢはチャンネルＢの放送番組のアナログ信号をエンコーダ
５１０Ｂに出力し、チューナ２００ＮはチャンネルＮの放送番組のアナログ信号をエンコ
ーダ５１０Ｎに出力する。
【００２３】
＜Ｓ１０２＞
　次に、各エンコーダ５１０がチューナ２００から放送番組のアナログ信号を入力し、入
力したアナログ信号を符号化して放送番組のデジタル信号を生成し、生成した放送番組の
デジタル信号をリピータハブ５２１に出力する。
　例えば、エンコーダ５１０Ａはチューナ２００ＡからチャンネルＡの放送番組のアナロ
グ信号を入力してチャンネルＡの放送番組のデジタル信号をリピータハブ５２１に出力し
、エンコーダ５１０Ｂはチューナ２００ＢからチャンネルＢの放送番組のアナログ信号を
入力してチャンネルＢの放送番組のデジタル信号をリピータハブ５２１に出力し、エンコ
ーダ５１０Ｎはチューナ２００ＮからチャンネルＮの放送番組のアナログ信号を入力して
チャンネルＮの放送番組のデジタル信号をリピータハブ５２１に出力する。
　また、各エンコーダ５１０は放送番組のデジタル信号をリピータハブ５２１に出力する
際、放送番組のデジタル信号にマルチキャストアドレスを設定して、放送番組のデジタル
信号を各乗客車両（ａ号車～ｍ号車）の各座席端末４１０、車内端末４２０宛てにマルチ
キャスト送信する。
　例えば、各乗客車両（ａ号車～ｍ号車）の各座席端末４１０および車内端末４２０を１
つの放送配信グループとし、この放送配信グループにマルチキャストアドレス「２３９．
０．０．１」を割り当てる。そして、各エンコーダ５１０は送信先アドレスとしてマルチ
キャストアドレス「２３９．０．０．１」を設定し、当該チャンネルに対応付けてポート
番号を設定した放送番組のデジタル信号をリピータハブ５２１に出力する。例えば、エン
コーダ５１０ＡはチャンネルＡの放送番組のデジタル信号にポート番号「２９００１」を
設定し、エンコーダ５１０ＢはチャンネルＢの放送番組のデジタル信号にポート番号「２
９００２」を設定する。但し、各エンコーダ５１０は放送番組のデジタル信号に対して、
リピータハブ５２１への出力のみ行い、マルチキャスト送信を行わなくても構わない。
【００２４】
＜Ｓ１０３＞
　次に、放送受信車両（ａ号車）のリピータハブ５２１が各エンコーダ５１０から入力し
た放送番組のデジタル信号を伝送装置３００ａに転送する。
　実施の形態１ではリピータハブ５２１が設置されているａ号車で放送電波を受信してい
るので、ａ号車を放送受信車両と呼ぶ。
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【００２５】
＜Ｓ１０４＞
　次に、放送受信車両（ａ号車）の伝送装置３００（伝送装置３００ａ）がリピータハブ
５２１から転送された放送番組のデジタル信号を各乗客車両（ａ号車～ｍ号車）の各座席
端末４１０、車内端末４２０宛てにマルチキャスト配信する。
　このとき、放送受信車両（ａ号車）の伝送装置３００ａは各エンコーダ５１０がマルチ
キャスト送信した放送番組のデジタル信号を転送する。但し、放送番組のマルチキャスト
送信は各エンコーダ５１０ではなく、伝送装置３００ａが行っても構わない。
　例えば、各乗客車両（ａ号車～ｍ号車）の各座席端末４１０および車内端末４２０を１
つの放送配信グループとし、この放送配信グループにマルチキャストアドレス「２３９．
０．０．１」を割り当てる。そして、放送受信車両（ａ号車）の伝送装置３００ａは送信
先アドレスとしてマルチキャストアドレス「２３９．０．０．１」を設定し、当該放送番
組のデジタル信号を出力したエンコーダ５１０に対応付けてポート番号を設定した放送番
組のデジタル信号を１チャンネルに付き１つ送信する。例えば、放送受信車両（ａ号車）
の伝送装置３００ａはエンコーダ５１０Ａの出力したチャンネルＡの放送番組のデジタル
信号にポート番号「２９００１」を設定し、エンコーダ５１０Ｂの出力したチャンネルＢ
の放送番組のデジタル信号にポート番号「２９００２」を設定する。
　放送受信車両（ａ号車）の伝送装置３００ａからマルチキャスト配信された放送番組の
デジタル信号はＬＡＮ９４２において伝送装置３００ａと隣接する伝送装置３００ｂまた
は伝送装置３００ｍに転送され、伝送装置３００ｂまたは伝送装置３００ｍは伝送装置３
００ａとは別の隣接する伝送装置３００に１チャンネルに付き１つの放送番組のデジタル
信号をさらに転送する。同様に、隣接する伝送装置３００から放送番組のデジタル信号を
転送された伝送装置３００が転送元でない隣接する伝送装置３００に１チャンネルに付き
１つの放送番組のデジタル信号をさらに転送することで、放送番組のデジタル信号は全乗
客車両（ａ号車～ｍ号車）の伝送装置３００に転送される。そして、各乗客車両（ａ号車
～ｍ号車）の伝送装置３００は、自装置が接続するスイッチングハブ５２０に放送番組の
デジタル信号を１チャンネルに付き１つ転送することにより、自装置と同じ車両に設置さ
れている各座席端末４１０および車内端末４２０にスイッチングハブ５２０を介して放送
番組のデジタル信号をマルチキャスト配信する。
　実施の形態１では乗客が放送番組を視聴する座席端末４１０や車内端末４２０がａ号車
からｍ号車に設置されているので、ａ号車～ｍ号車を乗客車両と呼ぶ。
【００２６】
＜Ｓ１０５＞
　次に、各車両のスイッチングハブ５２０がマルチキャスト送信された放送番組のデジタ
ル信号を同じ車両の各座席端末４１０、車内端末４２０に転送する。
　このとき、各車両のスイッチングハブ５２０は同じ車両の伝送装置３００から放送番組
のデジタル信号を１チャンネルに付き１つ受信し、受信した放送番組のデジタル信号から
送信先アドレスを取得する。次に、各車両のスイッチングハブ５２０は送信先アドレスと
して設定されているマルチキャストアドレス（例えば、「２３９．０．０．１」）が割り
当てられている放送配信グループに属する通信機器を自装置が接続する通信機器の中から
選択する。そして、各車両のスイッチングハブ５２０は選択した各通信機器に同じ車両の
伝送装置３００から受信した放送番組のデジタル信号を転送する。ここでは、マルチキャ
ストアドレス「２３９．０．０．１」が割り当てられている放送配信グループに属し、放
送番組のデジタル信号が転送される通信機器は各座席端末４１０および車内端末４２０で
ある。
【００２７】
＜Ｓ１０６＞
　次に、各車両の各座席端末４１０、車内端末４２０において、コントローラ４１１、コ
ントローラ４２１が伝送装置３００からマルチキャスト送信されスイッチングハブ５２０
から転送された放送番組のデジタル信号を復号して表示装置４１２、表示装置４２２に出
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力する。
【００２８】
＜Ｓ１０７＞
　そして、各車両の各座席端末４１０、車内端末４２０において、表示装置４１２、表示
装置４２２がコントローラ４１１、コントローラ４２１から入力した放送番組のアナログ
信号を表示出力、音声出力する。
【００２９】
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１では、放送受信車両（ａ号車）の
伝送装置３００ａが放送番組をマルチキャスト配信するため、放送番組のデジタル信号は
ＬＡＮ９４２上を１チャンネルに付き１つしか送信されない。このため、実施の形態１に
おける列車内放送配信システム１０１では、放送番組のデジタル信号に対して、ＬＡＮ９
４２のトラフィックも伝送装置３００、スイッチングハブ５２０、座席端末４１０、車内
端末４２０の入出力処理の負荷も増大しない。
【００３０】
　図６は、実施の形態１における風景配信方法を示す風景配信処理のフローチャートであ
る。
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１では、走行する列車から見た外の
風景を各座席端末４１０、各車内端末４２０に配信する風景配信サービスも行う。
　実施の形態１における風景配信方法について、図６に基づいて以下に説明する。
【００３１】
＜Ｓ２０１＞
　まず、車外撮影カメラ６１０は列車外風景（例えば、先頭車両［ａ号車］から見た列車
の進行方向の風景）を撮像し、撮像した列車外風景のアナログ信号を生成してエンコーダ
６１１に出力する。
【００３２】
＜Ｓ２０２＞
　次に、エンコーダ６１１は車外撮影カメラ６１０から列車外風景のアナログ信号を入力
し、入力したアナログ信号を符号化して列車外風景のデジタル信号を生成し、生成した列
車外風景のデジタル信号を伝送装置３００ａに出力する。
　エンコーダ６１１は車外風景のデジタル信号を伝送装置３００ａに出力する際、車外風
景のデジタル信号にマルチキャストアドレスを設定して、車外風景のデジタル信号を各乗
客車両（ａ号車～ｍ号車）の各座席端末４１０、車内端末４２０宛てにマルチキャスト送
信する。但し、エンコーダ６１１は列車外風景のデジタル信号に対して、伝送装置３００
ａへの出力のみ行い、マルチキャスト送信を行わなくても構わない。
【００３３】
＜Ｓ２０３＞
　次に、カメラ車両（ａ号車）の伝送装置３００ａがエンコーダ６１１から出力された列
車外風景のデジタル信号を各乗客車両（ａ号車～ｍ号車）の各座席端末４１０、車内端末
４２０宛てにマルチキャスト配信する。
　実施の形態１では伝送装置３００ａが設置されているａ号車で列車外風景が撮像されて
いるので、ａ号車をカメラ車両と呼ぶ。
　列車外風景のデジタル信号は上記Ｓ１０４における放送番組のデジタル信号と同様にし
てマルチキャスト配信される。
【００３４】
＜Ｓ２０４～Ｓ２０６＞
　そして、上記Ｓ１０５～Ｓ１０７と同様に、各車両のスイッチングハブ５２０が列車外
風景を同じ車両の各座席端末４１０、車内端末４２０に転送し（Ｓ２０４）、各車両の各
座席端末４１０、車内端末４２０においてコントローラ４１１、コントローラ４２１が列
車外風景を復号し（Ｓ２０５）、各車両の各座席端末４１０、車内端末４２０において表
示装置４１２、表示装置４２２が列車外風景を表示出力、音声出力する（Ｓ２０６）。
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【００３５】
　実施の形態１における列車内放送配信システム１０１では、カメラ車両（ａ号車）の伝
送装置３００ａが列車外風景を放送番組と同様にマルチキャスト配信するため、ＬＡＮ９
４２のトラフィックも伝送装置３００、スイッチングハブ５２０、座席端末４１０、車内
端末４２０の入出力処理の負荷も増大しない。
【００３６】
　図７は、実施の形態１における表示装置４１２の一例である。
　図７に示すような表示装置４１２において、乗客は自席の座席端末４１０に配信された
放送番組や列車外風景のうち好きなものを選択して表示させる。
　図７において、下側は乗客が好きなチャンネルやその他情報（例えば、列車外風景）を
選択する部分で、上側は乗客が選択したチャンネルの放送番組やその他情報（例えば、列
車外風景）を表示する部分である。
　例えば、乗客が「Ａｃｈ」ボタンを押下した場合、表示装置４１２はコントローラ４１
１から入力したＡチャンネル向けに放送されている放送番組をポート番号（２９００１）
で識別し表示出力・音声出力する。
　また例えば、乗客が「カメラ」ボタンを押下した場合、表示装置４１２はコントローラ
４１１から入力した列車外風景を表示出力・音声出力する。
【００３７】
　また、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１では、ビデオ・音楽（メデ
ィアの一例）やゲーム（コンテンツの一例）や車内販売商品情報を各座席端末４１０から
乗客に提供するデータ提供サービスも行う。
　図７において、表示装置４１２は乗客に「ビデオ」ボタンを押下された場合にはビデオ
を表示出力・音声出力し、乗客に「音楽」ボタンを押下された場合には音楽を出力し、乗
客に「ゲーム」ボタンを押下された場合にはゲームを表示出力・音声出力し、乗客に「商
品」ボタンを押下された場合には車内販売商品情報を表示出力する。
【００３８】
　図８は、実施の形態１におけるデータ提供方法を示すデータ提供処理のフローチャート
である。
　実施の形態１におけるデータ提供方法について、図８に基づいて以下に説明する。
【００３９】
＜Ｓ３０１＞
　まず、サーバ装置（車内販売サーバ６２１、コンテンツサーバ６２２、メディアサーバ
６２３）は、伝送装置３００ａが放送番組や列車外風景を送信する（Ｓ１０４、Ｓ２０３
）のと同様にして、車内販売する商品、提供するコンテンツ、提供するメディアのメニュ
ー情報を各座席端末４１０にマルチキャスト送信する。
　各座席端末４１０では表示装置４１２が、放送番組や列車外風景を表示する（Ｓ１０５
～Ｓ１０７、Ｓ２０４～Ｓ２０６）のと同様にして、車内販売する商品、提供するコンテ
ンツ、提供するメディアのメニュー情報を表示する。
　表示装置４１２は乗客に図７における「ビデオ」ボタンを押下された場合にはメディア
サーバ６２３が提供するビデオの一覧を示すメニューを表示し、「音楽」ボタンを押下さ
れた場合にはメディアサーバ６２３が提供する音楽の一覧を示すメニューを表示し、「ゲ
ーム」ボタンを押下された場合にはコンテンツサーバ６２２が提供するゲームの一覧を示
すメニューを表示し、「商品」ボタンを押下された場合には車内販売サーバ６２１が車内
販売する商品の一覧を示すメニューを表示する。
【００４０】
＜Ｓ３０２＞
　次に、乗客は自席の座席端末４１０から欲しいデータを指定し、座席端末４１０は乗客
が指定したデータの情報を入力する。
　例えば、乗客は図７に示すような表示装置４１２において「ビデオ」、「音楽」、「ゲ
ーム」、「商品」のうち欲しいデータの種類を示すボタンを押下し、表示された一覧メニ
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ュー上でタイトルなどの欲しいデータを個別に表示する画面（タッチパネル）部分を押下
して欲しいデータを指定する。表示装置４１２は押下されたタッチパネル画面部分に表示
しているデータの識別情報をコントローラ４１１に出力する。ボタン、タッチパネルは入
力機器の一例である。
【００４１】
＜Ｓ３０３＞
　次に、乗客が欲しいデータを指定した座席端末４１０のコントローラ４１１は乗客に指
定されたデータを要求するデータ要求をサーバ装置宛てにユニキャスト送信する。
　例えば、乗客が表示装置４１２のタッチパネルを押下してタイトル「ＸＹＺ」というビ
デオを指定し、表示装置４１２が「ビデオ」「ＸＹＺ」という識別情報を出力した場合、
コントローラ４１１は「ビデオ」「ＸＹＺ」を要求データ情報、メディアサーバ６２３の
ユニキャストアドレスを送信先アドレス、自座席端末４１０のユニキャストアドレスを送
信元アドレスとして設定したデータ要求を送信する。
【００４２】
＜Ｓ３０４＞
　次に、当該乗客車両のスイッチングハブ５２０がユニキャスト送信されたデータ要求を
同じ車両の伝送装置３００に転送する。
　このとき、乗客からデータ要求された座席端末４１０が接続するスイッチングハブ５２
０はデータ要求から送信先アドレスを取得する。次に、当該スイッチングハブ５２０は送
信先アドレスとして設定されているユニキャストアドレスに基づいてデータ要求を転送す
る通信機器を自装置が接続する通信機器の中から選択する。そして、当該スイッチングハ
ブ５２０は選択した通信機器にデータ要求を転送する。例えば、ｂ号車の座席端末４１０
ｂ１が乗客からデータ要求された場合、座席端末４１０ｂ１と接続するｂ号車のスイッチ
ングハブ５２０ｂが自装置と接続するｂ号車の伝送装置３００ｂにデータ要求を転送する
。
　ここで、乗客からデータ要求された座席端末４１０が設置されている車両を当該乗客車
両と呼ぶ。
【００４３】
＜Ｓ３０５＞
　次に、当該乗客車両（ｂ号車）の伝送装置３００ｂがユニキャスト送信されたデータ要
求をサーバ車両（ａ号車）の伝送装置３００ａに転送する。
　実施の形態１ではサーバ装置がａ号車に設置されているので、ａ号車をサーバ車両と呼
ぶ。
　当該乗客車両（ｂ号車）の伝送装置３００ｂは隣接するサーバ車両（ａ号車）の伝送装
置３００ａにデータ要求を転送する。または、当該乗客車両（ｂ号車）の伝送装置３００
ｂは伝送装置３００ａとは別の隣接する伝送装置３００ｃにデータ要求を転送し、データ
要求は伝送装置３００ｃ～伝送装置３００ｍを介してサーバ車両（ａ号車）の伝送装置３
００ａに転送される。
【００４４】
＜Ｓ３０６＞
　次に、データ要求を転送されたサーバ車両（ａ号車）の伝送装置３００（伝送装置３０
０ａ）がサーバ装置と接続するスイッチングハブ５２２にデータ要求を転送する。
　このとき、サーバ車両（ａ号車）の伝送装置３００（伝送装置３００ａ）はデータ要求
から送信先アドレスを取得する。次に、当該伝送装置３００（伝送装置３００ａ）は送信
先アドレスとして設定されているユニキャストアドレスに基づいてデータ要求を転送する
通信機器を自装置が接続する通信機器の中から選択する。そして、当該伝送装置３００（
伝送装置３００ａ）は選択した通信機器にデータ要求を転送する。ここでは、伝送装置３
００ａは自装置が接続する通信機器でありメディアサーバ６２３と接続するサーバ車両（
ａ号車）のスイッチングハブ５２２にデータ要求を転送する。
【００４５】
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＜Ｓ３０７＞
　次に、データ要求を転送されたサーバ車両（ａ号車）のスイッチングハブ５２２がサー
バ装置にデータ要求を転送する。
　このとき、サーバ車両（ａ号車）のスイッチングハブ５２２はデータ要求から送信先ア
ドレスを取得する。次に、スイッチングハブ５２２は送信先アドレスとして設定されてい
るユニキャストアドレスに基づいてデータ要求を転送するサーバ装置を自装置が接続する
サーバ装置の中から選択する。そして、スイッチングハブ５２２は選択したサーバ装置に
データ要求を転送する。ここでは、スイッチングハブ５２２はメディアサーバ６２３にデ
ータ要求を転送する。
【００４６】
＜Ｓ３０８＞
　次に、サーバ装置が転送されたデータ要求に基づいて要求されたデータを提供データ記
憶装置から取得し、取得したデータをデータ要求した乗客の座席端末４１０宛てにデータ
応答としてユニキャスト送信する。
　ここでは、メディアサーバ６２３はデータ要求に設定されているビデオタイトル「ＸＹ
Ｚ」をキーワードにしてメディアＤＢ６３３から「ＸＹＺ」のビデオデータを取得し、取
得した「ＸＹＺ」のビデオデータを設定し、乗客がデータ要求した座席端末４１０ｂ１の
ユニキャストアドレスを送信先アドレスとして設定したデータ応答を送信する。
【００４７】
＜Ｓ３０９～Ｓ３１２＞
　次に、上記Ｓ３０４～Ｓ３０７と同様に、サーバ車両のスイッチングハブ５２２がサー
バ装置の送信したデータ応答を同じ車両の伝送装置３００［伝送装置３００ａ］に転送し
（Ｓ３０９）、サーバ車両の伝送装置３００［伝送装置３００ａ］がデータ応答を当該乗
客車両［ｂ号車］の伝送装置３００［伝送装置３００ｂ］に転送し（Ｓ３１０）、当該乗
客車両［ｂ号車］の伝送装置３００［伝送装置３００ｂ］がデータ応答を同じ車両のスイ
ッチングハブ５２０［スイッチングハブ５２０ｂ］に転送し（Ｓ３１１）、当該乗客車両
［ｂ号車］のスイッチングハブ５２０［スイッチングハブ５２０ｂ］が乗客にデータ要求
された座席端末４１０［座席端末４１０ｂ１］にデータ応答を転送する（Ｓ３１２）。
【００４８】
＜Ｓ３１３＞
　次に、乗客にデータ要求された座席端末４１０（座席端末４１０ｂ１）のコントローラ
４１１（コントローラ４１１ｂ１）がサーバ装置（メディアサーバ６２３）からユニキャ
スト送信されスイッチングハブ５２０（スイッチングハブ５２０ｂ）から転送されたデー
タ応答を表示装置４１２（表示装置４１２ｂ１）に出力する。
【００４９】
＜Ｓ３１４＞
　そして、乗客にデータ要求された座席端末４１０（座席端末４１０ｂ１）の表示装置４
１２（表示装置４１２ｂ１）がコントローラ４１１（コントローラ４１１ｂ１）から入力
したデータ応答に設定されているデータ（タイトル「ＸＹＺ」のビデオデータ）を再生（
表示出力、音声出力）する。
【００５０】
　上記実施の形態１の列車内放送配信システム１０１では、各車両の伝送装置３００がリ
ング型のＬＡＮ９４２に接続してリングの一方向に各種信号（例えば、放送番組の信号）
を送出して通信することにより、伝送装置３００間で信号の衝突が発生しない。また、各
車両の伝送装置３００が左右両方向への信号の送出が可能なように二重の通信路を持つリ
ング型のＬＡＮ９４２に接続することにより、ある伝送装置３００やある伝送装置３００
間のケーブルに障害が発生して一方への通信が行えなくても、他方回りで放送番組を転送
することが可能になる。つまり、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１は
、一部で発生した障害の影響がシステム全体に波及せず、伝送装置３００に障害が発生し
た車両以外の各座席端末４１０、各車内端末４２０に放送番組を配信することができる。
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　これにより、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１は画質、音質、可用
性などにおいて品質の良いＴＶ放送配信サービスや風景配信サービスを乗客に提供するこ
とができる。
　また、実施の形態１における列車内放送配信システム１０１は、各車両に伝送装置３０
０を有することにより、車両の切り離し、別の車両との連結が発生した場合でも、ＴＶ放
送配信サービスや風景配信サービスを各車両の乗客に提供することができる。
【００５１】
　上記実施の形態１の列車内放送配信システム１０１において、複数のマルチキャストグ
ループを設け、グループ毎に異なる情報（放送番組、風景、データメニュー）を配信して
もよい。
　例えば、マルチキャストグループとして、「一般車両」と「グリーン車両」と「団体車
両」との３グループを設け、「一般車両」の各座席端末４１０にはマルチキャストアドレ
ス「２３９．０．０．１」を割り当て、「グリーン車両」の各座席端末４１０にはマルチ
キャストアドレス「２３９．０．０．２」を割り当て、「団体車両」の各座席端末４１０
にはマルチキャストアドレス「２３９．０．０．３」を割り当てる。そして、マルチキャ
ストアドレス「２３９．０．０．１」宛てには地上放送番組、マルチキャストアドレス「
２３９．０．０．２」宛てには地上放送番組とＢＳ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｓａｔ
ｅｌｌｉｔｅ）放送番組、マルチキャストアドレス「２３９．０．０．３」宛てには地上
放送番組とＢＳ放送番組とＣＳ（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）放
送番組とを配信し、「一般車両」の乗客と「グリーン車両」の乗客と「団体車両」の乗客
とで異なる放送番組を提供する。
【００５２】
　また、上記実施の形態１の列車内放送配信システム１０１において、定期的にＧＰＳ（
Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）測位を行う測位装置と、ＧＰＳ
測位で算出される座標値に対応付けて地名を記憶している記憶装置と、ＧＰＳ測位装置の
測位結果に対応する地名を記憶装置から取得して各座席端末４１０、各車内端末４２０に
配信するサーバ装置とを有して、列車が現在走行している地点を乗客にお知らせしても良
い。
【００５３】
　また、上記実施の形態１の列車内放送配信システム１０１において、車内販売サーバ６
２１がカード会社のサーバ装置や商品を販売する店舗のサーバ装置とインターネット経由
で接続し、乗客が購入する商品、カード番号、商品届け先住所などの発注情報を座席端末
４１０の入力機器（例えば、ボタン、タッチパネル）から入力し、座席端末４１０が乗客
の発注情報を車内販売サーバ６２１に送信し、車内販売サーバ６２１がカード会社のサー
バ装置および店舗のサーバ装置に発注情報を送信して受注処理を行うことでオンラインに
よる商品売買を行っても良い。
【００５４】
　上記実施の形態１において以下のような事項について説明した。
　列車上や航空機上で、サーバに保存された放送データを各座席や車内に備え付けたモニ
ター受信機に配信する場合、サーバはＩＰネットワークを介して受信機に放送データを配
信する。このＩＰネットワークを用いた放送配信方式によると、放送データは受信装置か
らの配信要求に応じてサーバから送信される。その際に、サーバと受信装置間には１：１
のコネクションが張られ、放送データのビットレートに応じたネットワークトラフィック
が受信装置毎に発生する。そのため、受信装置の増加に応じて、サーバの処理能力（ＣＰ
Ｕの処理速度、メモリの記憶容量）やネットワーク容量などのシステム処理能力を増強す
る必要がある。
　そこで、配信方式をマルチキャスト方式とすることによりこの課題を解決する。マルチ
キャスト配信方式は、受信者の要求に応じて指定された時間に指定された放送を配信する
ことは出来ないものの、一般家庭におけるＴＶの視聴と同様に乗客がＴＶ放送をリアルタ
イムで視聴できる。マルチキャスト方式では、サーバと受信装置間が１：Ｎのコネクショ
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ンとなっており、ネットワークの負荷が複数台の受信装置に対して放送データ１件分のト
ラフィックであるというメリットがある。これにより、システム処理能力が小さくて済む
。また、サーバが複数の放送を同時にマルチキャスト配信し、乗客が視聴するチャンネル
を選択してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】実施の形態におけるＴＶ放送配信システムの概要図。
【図２】実施の形態におけるＴＶ放送配信システムの概要図。
【図３】実施の形態１における列車内放送配信システム１０１の概要図。
【図４】実施の形態１における列車内放送配信システム１０１の構成例。
【図５】実施の形態１における列車内放送配信方法を示す列車内放送配信処理のフローチ
ャート。
【図６】実施の形態１における風景配信方法を示す風景配信処理のフローチャート。
【図７】実施の形態１における表示装置４１２の一例。
【図８】実施の形態１におけるデータ提供方法を示すデータ提供処理のフローチャート。
【図９】従来のＩＰネットワークによるＴＶ放送配信システムの構成。
【符号の説明】
【００５６】
　１００　列車、１０１　列車内放送配信システム、２００　チューナ、２１０　放送受
信アンテナ、３００　伝送装置、４１０　座席端末、４１１　コントローラ、４１２　表
示装置、４２０　車内端末、４２１　コントローラ、４２２　表示装置、５１０　エンコ
ーダ、５２０　スイッチングハブ、５２１　リピータハブ、５２２　スイッチングハブ、
６１０　車外撮影カメラ、６１１　エンコーダ、６２１　車内販売サーバ、６２２　コン
テンツサーバ、６２３　メディアサーバ、６３１　販売ＤＢ、６３２　コンテンツＤＢ、
６３３　メディアＤＢ、７０１　受信装置、７０２　配信用サーバ、７０３　ＩＰネット
ワーク、７０４　受信コンピュータ端末、７０５　大容量記録媒体、７０６　アンテナ、
７１１　受信装置、７１２　エンコーダ、７１３　ＩＰネットワーク、７１４　受信コン
ピュータ端末、７１５　記録媒体、７１６　アンテナ、９４２　ＬＡＮ。
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