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当社子会社の集合住宅用マルチメディア通信システム特許登録のお知らせ 

 

当社子会社のTCBテクノロジーズ株式会社アクセスソリューション部建設ソリューショ

ングループが、かねてより提案推奨しておりました光統合システム「集合住宅用マルチメ

ディア通信システム」が、この度 2010 年 3 月 19 日に以下のとおり特許登録されました。 

本システムは 2004 年 11 月より鹿島建設株式会社と共同で特許を申請しており、2007 年

3 月完工のタワー型マンション「芝浦アイランド」をはじめとする多数の物件に導入されて

いる実績あるシステムです。 

 導入初期ごろのマンションではインターネットはマンション一括加入の固定プロバイダ

（ISP）、TV は CATV が主流でした。 しかし、時代の変遷と共に、多種多様な高速インタ

ーネットサービスや、新しい地上波放送サービスの登場により、 マンション居住者から、

新しいサービスに対する導入要望が出てきました。  

 これらの問題を解消するため考案したのが本特許システムです。インターネット（デー

タ通信）や TV 放送、インターホンシステムなどのそれぞれ電気信号から変換したそれぞれ

の光信号を、 光信号の種類分の光ファイバー芯線を有する光ケーブル 1 本に統合し、 そ

の光信号が種類毎にかつ住戸毎に完全に区別された状態で各住戸まで送出されることを可

能にした本システム全体が特許として登録されました。これによって、次のメリットを創

出することができます。 

 

 



【デベロッパー側のメリット】 

1. インターネット（データ通信）、TV 放送、インターホン等各メディア毎の制御可、メ

ンテナンスの容易化、責任分解の明確化 

2. 光ファイバー専用回線による通信ネットワークの高速化対応、テレビ信号の品質向上、

インターホン信号の混信による誤動作防止 

3. インターネット設備、TV 設備、インターホン設備等の各々信号ケーブルを光ケーブル

1 本に統合、少線化による導入コスト低減 

4. 従来方式に比べ、電気信号増幅機器が不要になるため、システム全体に要する電力消

費量の節減が可能 

 

【住居者のメリット】 

1. マンション居住者毎にインターネット接続サービス会社や TV サービス会社をより自

由に選択できる。  

2. マンションでも１住戸（１世帯）で、インターネット加入会社の複数化、TV サービス

会社の複数化ができる。  

 例）インターネット：NTT と KDDI の複数化、地上波放送サービス（TV）：CATV

とスカパー！光の複数化 

などが可能となりました。 

 

特許の取得により今後さらに新築マンション案件に対し本システムの導入を推奨していく

所存です。 

 



特許 No.  ：特許第 4477993 号 

発明の名称 ：集合住宅用マルチメディア通信システム 
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詳細におきましては、添付のとおり特許庁より発行されております特許公報よりご覧いた

だけます。 
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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集合住宅の各住戸にマルチメディアコンテンツを配信する集合住宅用マルチメディア通
信システムであって、
　テレビ放送局から受信した電気信号を光信号に変換する第１の信号変換手段と、
　インターホンシステムから受信した前記住戸ごとの電気信号を光信号に変換する第２の
信号変換手段と、
　前記住戸ごとに割り当てられた複数の芯線を複数組含んで形成された光幹線ケーブルと
、
　外部の通信ネットワークから受信した前記住戸ごとの光信号、前記第１の信号変換手段
により変換された光信号、および前記第２の信号変換手段により変換された前記住戸ごと
の光信号を、前記光幹線ケーブルに送出する第１の光信号送出手段と、
　前記住戸ごとに割り当てられた複数の芯線を一組含んで形成された光支線ケーブルと、
　前記光幹線ケーブルを介して受信した光信号を、当該光幹線ケーブルから分岐して成端
された前記光支線ケーブルに送出する第２の光信号送出手段と、
　光信号を電気信号に変換する複数の信号変換装置と、
　前記光支線ケーブルに含まれる各芯線に対応して前記住戸内に設置された前記信号変換
装置に対して、前記光支線ケーブルを介して受信した光信号を送出する第３の光信号送出
手段とを備え、
　前記第１の光信号送出手段は、前記通信ネットワークから受信した前記住戸ごとの光信
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号を、前記光幹線ケーブルに含まれる芯線のうち一の前記住戸に割り当てられた第１の芯
線に送出し、前記第１の信号変換手段により変換された光信号を、前記光幹線ケーブルに
含まれる芯線のうち一の前記住戸に割り当てられた第２の芯線に送出し、前記第２の信号
変換手段により変換された前記住戸ごとの光信号を、前記光幹線ケーブルに含まれる芯線
のうち一の前記住戸に割り当てられた第３の芯線に送出し、
　前記第２の光信号送出手段は、前記光幹線ケーブルに含まれる芯線のうち一の前記住戸
に割り当てられた前記第１の芯線、前記第２の芯線および前記第３の芯線を介して受信し
た光信号を、当該一の前記住戸に割り当てられた前記光支線ケーブルに含まれる各芯線に
対して送出する
　ことを特徴とする集合住宅用マルチメディア通信システム。
【請求項２】
　前記光幹線ケーブルに含まれる芯線よりも少ない芯線を含んで形成された光副幹線ケー
ブルを、さらに備え、
　前記第２の光信号送出手段は、前記光幹線ケーブルを介して受信した光信号を、当該光
幹線ケーブルから分岐して成端された前記光副幹線ケーブルに送出するとともに、前記光
副幹線ケーブルを介して受信した光信号を、当該光副幹線ケーブルから分岐して成端され
た前記光支線ケーブルに送出することを特徴とする請求項１に記載の集合住宅用マルチメ
ディア通信システム。
【請求項３】
　前記第１の信号変換手段により変換された光信号を増幅する光信号増幅手段を、さらに
備え、
　前記第１の光信号送出手段は、前記光信号増幅手段により増幅された光信号を、前記光
幹線ケーブルに送出することを特徴とする請求項１または２に記載の集合住宅用マルチメ
ディア通信システム。
【請求項４】
　前記光信号増幅手段により増幅された光信号の信号レベルを所定の信号レベルに調整す
るとともに、当該調整された光信号を、前記住戸数分に分配する光信号調整分配手段を、
さらに備え、
　前記第１の光信号送出手段は、前記光信号調整分配手段により分配された光信号を、前
記光幹線ケーブルに送出することを特徴とする請求項３記載の集合住宅用マルチメディア
通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集合住宅の各住戸にマルチメディアコンテンツを配信する集合住宅用マルチ
メディア通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マンション等の集合住宅においては、複数のマルチメディア通信システム（例え
ば、光ＬＡＮシステム、テレビ共聴システムおよびインターホンシステム）が、それぞれ
別個独立に構築されている。ここで、マルチメディア通信システムで取り扱われるマルチ
メディアコンテンツとしては、例えば、静止画像・動画像・テレビ番組等を含む映像や、
音声、文字などの情報がある。
【０００３】
　光ＬＡＮシステムとしては、例えば、外部から集合住宅内に引き込まれた一の光ケーブ
ルを全住戸で共用するシステムがある（例えば、特許文献１参照）。このようなシステム
では、一般に、一の光ケーブルが収容された通信機器室（ＭＤＦ）と集合住宅の各住戸と
の間は、メタルケーブルにより接続されることになる。
【０００４】
　また、テレビ共聴システムとしては、例えば、テレビ幹線として２本のメタルケーブル
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（同軸ケーブル）が使用され、集合住宅の全住戸においてテレビ番組を共聴するシステム
がある（例えば、特許文献２参照）。このようなシステムでは、一般に、テレビ放送局か
ら送信されたテレビ放送波がＴＶアンテナにより受信され、集合住宅の各階に設けられた
分岐器を経由して各住戸に送信されることになる。また、分岐器と各住戸間は、２本のメ
タルケーブル（同軸ケーブル）により接続されることになる。
【０００５】
　また、インターホンシステムとしては、例えば、集合玄関にいる来訪者を視覚的に確認
することができる映像機能付きのシステムがある（例えば、特許文献３参照）。このよう
なシステムでは、一般に、集合玄関付近に設けられたインターホン制御装置と各住戸間は
、メタルケーブル（ペア線）により接続されることになる。
【特許文献１】特開平９－２１７５０５号公報
【特許文献２】特開２００１－２４５１７５号公報（従来の技術）
【特許文献３】特開２００３－１４３３０８号公報（第９図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、近年の集合住宅における住戸数の増大に伴って、大規模な集合住宅が増加し
ている。大規模な集合住宅において上述したようなマルチメディア通信システムを構築す
る場合には、集合住宅の規模に合わせて集合住宅内に敷設されるメタルケーブルの配線長
を長くする必要がある。しかしながら、メタルケーブルの信号減衰量を考慮すると、メタ
ルケーブルの配線長が、例えば、１００ｍを超えるような場合には、減衰による損失が大
きくなり、各住戸に配信されるマルチメディアコンテンツの品質が劣化してしまう傾向に
ある。したがって、集合住宅内に設けられた通信機器室から、例えば１００Ｍ以上離れた
遠方にある住戸に対してマルチメディアコンテンツを送信するような場合には、集合住宅
の中間階に中継器や増幅器を設置して、メタルケーブルの配線長が１００Ｍ以下に収まる
ように工夫する必要がある。しかしながら、中継器や増幅器を中間階に設置すると、通信
システムが複雑化してしまい、通信設備の故障リスクやメンテナンス費用が増大してしま
う。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するために、通信システムをより簡略化するこ
とができ、通信設備の故障リスクやメンテナンス費用をより低減することができる集合住
宅用マルチメディア通信システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の集合住宅用マルチメディア通信システムは、集合住宅の各住戸にマルチメディ
アコンテンツを配信する集合住宅用マルチメディア通信システムであって、テレビ放送局
から受信した電気信号を光信号に変換する第１の信号変換手段と、インターホンシステム
から受信した住戸ごとの電気信号を光信号に変換する第２の信号変換手段と、住戸ごとに
割り当てられた複数の芯線を複数組含んで形成された光幹線ケーブルと、外部の通信ネッ
トワークから受信した住戸ごとの光信号、第１の信号変換手段により変換された光信号、
および第２の信号変換手段により変換された住戸ごとの光信号を、光幹線ケーブルに送出
する第１の光信号送出手段と、住戸ごとに割り当てられた複数の芯線を一組含んで形成さ
れた光支線ケーブルと、光幹線ケーブルを介して受信した光信号を、当該光幹線ケーブル
から分岐して成端された光支線ケーブルに送出する第２の光信号送出手段と、光信号を電
気信号に変換する複数の信号変換装置と、光支線ケーブルに含まれる各芯線に対応して住
戸内に設置された信号変換装置に対して、光支線ケーブルを介して受信した光信号を送出
する第３の光信号送出手段とを備え、第１の光信号送出手段は、通信ネットワークから受
信した住戸ごとの光信号を、光幹線ケーブルに含まれる芯線のうち一の住戸に割り当てら
れた第１の芯線に送出し、第１の信号変換手段により変換された光信号を、光幹線ケーブ
ルに含まれる芯線のうち一の住戸に割り当てられた第２の芯線に送出し、第２の信号変換
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手段により変換された住戸ごとの光信号を、光幹線ケーブルに含まれる芯線のうち一の住
戸に割り当てられた第３の芯線に送出し、第２の光信号送出手段は、光幹線ケーブルに含
まれる芯線のうち一の住戸に割り当てられた第１の芯線、第２の芯線および第３の芯線を
介して受信した光信号を、当該一の住戸に割り当てられた光支線ケーブルに含まれる各芯
線に対して送出することを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば、第１の信号変換手段を備えることによって、テレビ放送局から受信
した電気信号を光信号に変換することができ、第２の信号変換手段を備えることによって
、インターホンシステムから受信した住戸ごとの電気信号を光信号に変換することができ
る。これにより、第１の光信号送出手段が、第１の信号変換手段により変換された光信号
と、第２の信号変換手段により変換された住戸ごとの光信号と、外部の通信ネットワーク
から受信した住戸ごとの光信号とを、複数の住戸分の芯数を有する光幹線ケーブルに統合
させて送出することが可能となる。すなわち、住戸ごとに配信される各種マルチメディア
コンテンツに対応する光信号を、各住戸に割り当てられた芯を統合して形成された光幹線
ケーブルに送出することができる。また、第２の光信号送出手段を備えることによって、
光幹線ケーブルにより統合して送信されてきた住戸ごとの光信号を、住戸ごとに割り当て
られた光支線ケーブルに送出することができ、第３の光信号送出手段を備えることによっ
て、住戸ごとに割り当てられた光支線ケーブルを介して送信されてきた各光信号を、各住
戸内に設置された光／電気信号変換装置に送出することができる。これにより、各住戸内
には、住戸ごとに配信される種々のマルチメディアコンテンツに対応する電気信号が送信
されることとなる。このように、本発明によれば、第１の光信号送出手段から住戸内の信
号変換装置までの間は、信号減衰量の少ない光ケーブルが用いられるため、集合住宅内に
設けられた第１の光信号送出手段から、例えば１００Ｍ以上離れた遠方にある住戸に対し
てマルチメディアコンテンツを送信するような場合であっても、集合住宅の中間階に中継
器や増幅器を設けることなく、良好な品質に保持されたマルチメディアコンテンツを配信
することが可能となる。また、第１の光信号送出手段から第２の光信号送出手段までの間
は、複数の住戸分の芯数を含んで形成された光幹線ケーブルが用いられるため、ケーブル
周辺の設備をより簡易にすることができるとともに、ケーブルスペースをより狭小させる
ことができる。したがって、通信システムをより簡略化することができ、ひいては通信設
備の故障リスクやメンテナンス費用をより低減させることができる。
【００１７】
　また、集合住宅の住戸ごとに別個に配信される、通信ネットワークから受信した光信号
と、第１の信号変換手段により変換された光信号と、第２の信号変換手段により変換され
た光信号とを、光幹線ケーブルに含まれる芯線のうち、一の住戸に割り当てられた第１の
芯線、第２の芯線および第３の芯線に区別して送出することができる。すなわち、複数住
戸分の光信号を統合して送信する光幹線ケーブルを用いて、住戸ごとの各光信号をそれぞ
れ区別させた上で送出することができる。
【００１９】
　さらに、光幹線ケーブルに含まれる芯線のうち一の住戸に割り当てられた第１の芯線、
第２の芯線および第３の芯線に区別して送出された住戸ごとの各光信号を、当該一の住戸
に割り当てられた光支線ケーブルに含まれる各芯線に区別させて送出することができる。
すなわち、複数住戸分の光信号を統合して送信する光幹線ケーブルから受信した住戸ごと
の各光信号を、それぞれ区別させたまま、住戸ごとに割り当てられた光支線ケーブルに送
出させることができる。
【００２０】
　本発明の集合住宅用マルチメディア通信システムにおいて、光幹線ケーブルに含まれる
芯線よりも少ない芯線を含んで形成された光副幹線ケーブルを、さらに備え、上記第２の
光信号送出手段は、光幹線ケーブルを介して受信した光信号を、当該光幹線ケーブルから
分岐して成端された光副幹線ケーブルに送出するとともに、光副幹線ケーブルを介して受
信した光信号を、当該光副幹線ケーブルから分岐して成端された光支線ケーブルに送出す
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ることが好ましい。
【００２１】
　本発明の集合住宅用マルチメディア通信システムにおいて、第１の信号変換手段により
変換された光信号を増幅する光信号増幅手段を、さらに備え、上記第１の光信号送出手段
は、光信号増幅手段により増幅された光信号を、光幹線ケーブルに送出することが好まし
い。
【００２２】
　このようにすれば、光信号増幅手段によって増幅された光信号を、信号減衰量の少ない
光幹線ケーブルに送出することができるため、各住戸には増幅された光信号が、ほとんど
減衰することなく配信されることになる。したがって、大規模な集合住宅であっても、途
中に増幅器を設置することなく、テレビ番組に対応する光信号を配信することができる。
【００２３】
　本発明の集合住宅用マルチメディア通信システムにおいて、光信号増幅手段により増幅
された光信号の信号レベルを所定の信号レベルに調整するとともに、当該調整された光信
号を、住戸数分に分配する光信号調整分配手段を、さらに備え、上記第１の光信号送出手
段は、光信号調整分配手段により分配された光信号を、光幹線ケーブルに送出することが
好ましい。
【００２４】
　このようにすれば、光信号調整分配手段によって信号レベルが最適なレベルに調整され
た光信号を、信号減衰量の少ない光幹線ケーブルに送出することができるため、各住戸に
は均一かつ最適な受光レベルに調整された光信号が、ほとんど減衰することなく配信され
ることになる。したがって、大規模な集合住宅であっても、全ての住戸に対して、均一で
良好な品質に保たれたテレビ番組を配信することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係る集合住宅用マルチメディア通信システムによれば、通信システムをより簡
略化することができ、通信設備の故障リスクやメンテナンス費用をより低減することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明に係る集合住宅用マルチメディア通信システムの実施形態を図面に基づき
説明する。本実施形態における集合住宅用マルチメディア通信システムは、マルチメディ
ア通信システムとして、例えば、光ＬＡＮシステム、テレビ共聴システムおよびインター
ホンシステムを統合させたものである。
【００２７】
　図１は、実施形態における集合住宅用マルチメディア通信システム１の装置構成を例示
する図である。図１に示すように、集合住宅用マルチメディア通信システム１は、ＴＶア
ンテナ１２と、混合器１３と、光送信機１４（信号変換手段、第１の信号変換手段）と、
集合インターホン１５と、インターホン制御装置１６と、ラック２０と、分岐成端箱３０
（第２の光信号送出手段）と、住宅情報盤４０とを有する。
【００２８】
　図１に示す各ブロック間を結ぶ線のうち、通常の線（一本線）は、メタルケーブルによ
って接続されていることを示し、２重線は、光ケーブルによって接続されていることを示
す。２重線で示される光ケーブルのうちのＣａは、光幹線ケーブルである。この光幹線ケ
ーブルＣａは、住戸ごとに割り当てられた複数の芯線を複数組分含んで形成された光ケー
ブルである。すなわち、光幹線ケーブルＣａは、集合住宅ごとに一または複数本割り当て
られる光ケーブルである。また、２重線で示される光ケーブルのうちのＣｂは、光支線ケ
ーブルである。この光支線ケーブルＣｂは、住戸ごとに割り当てられた複数の芯線を一組
分含んで形成された光ケーブルである。すなわち、光支線ケーブルＣｂは、各住戸に１本
割り当てられる光ケーブルである。
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【００２９】
　ここで、本実施形態における光幹線ケーブルＣａの芯数は、２００芯および４００芯を
採用しており、光支線ケーブルＣｂの芯数は、４芯を採用している。したがって、例えば
、芯数が２００芯である光幹線ケーブルＣａは、５０戸分の芯数を含んで形成されている
ことになる。なお、本実施形態においては、光支線ケーブルＣｂに含まれる４芯のうち、
３芯は光ＬＡＮシステム、テレビ共聴システムおよびインターホンシステムにおけるそれ
ぞれの光信号を送信するために用いられ、残りの１芯は予備として用いられる。
【００３０】
　図１に示すＴＶアンテナ１２としては、例えば、ＵＨＦ、ＶＨＦ、ＢＳ放送（１１０度
ＣＳ放送を含む。以下同様）およびＣＳ放送用の各種のアンテナが該当する。本実施形態
においては、ＴＶアンテナ１２に含まれるＵＨＦ、ＶＨＦおよびＢＳ放送用の各アンテナ
により受信されたテレビ放送波に対応する電気信号と、ＣＳ放送用のアンテナにより受信
されたテレビ放送波に対応する電気信号が、それぞれ別個の同軸ケーブルを介して後述す
る光送信機１４に送信される。
【００３１】
　混合器１３は、ＴＶアンテナ１２により受信されたテレビ放送波のうち、ＵＨＦ、ＶＨ
ＦおよびＢＳ放送用の各アンテナによって受信されたテレビ放送波に対応する電気信号を
混合する装置である。
【００３２】
　光送信機１４は、２本の同軸ケーブルを介して受信した電気信号を光信号に変換する装
置である。
【００３３】
　集合インターホン１５は、集合住宅の集合玄関に設置される装置であり、集合玄関にい
る来訪者が各住人と通話をするための機能を有する。
【００３４】
　インターホン制御装置１６は、インターホンシステムにおいて取り扱われる各種の情報
を制御する装置である。インターホンシステムとしては、例えば、集合玄関や管理人室と
各住戸との間での通話等を含む各種の情報のやり取りを実現させるシステムが該当する。
【００３５】
　ラック２０は、集合住宅内の通信機器室（ＭＤＦ）に設置される箱である。ラック２０
には、例えば、ＯＮＵ（Optical Network Unit）２１、ネットワーク用ＭＣ（Media Conv
erter）２２、光増幅器２３（光信号増幅手段）、レベル調整器２４（光信号調整分配手
段）、インターホン用ＭＣ２５（第２の信号変換手段）、および光キャビネット２６（第
１の光信号送出手段）が収容される。
【００３６】
　ＯＮＵ２１は、インターネット等の外部の通信ネットワークから受信した光信号を、電
気信号に変換する装置である。なお、外部の通信ネットワークと集合住宅との間は、光ケ
ーブルによって接続されている。また、ＯＮＵ２１は、ＯＮＵである場合に限定されず、
例えば、ＭＣであってもよい。
【００３７】
　ネットワーク用ＭＣ２２は、ＯＮＵ２１によって変換された電気信号を、光信号に変換
する装置である。なお、本実施形態においては、ＯＮＵ２１およびネットワーク用ＭＣ２
２を設けているが、これは、通信事業者ごとの責任区域を明確にするために便宜的に設け
られているものである。したがって、技術的には、外部の通信ネットワークから受信した
光信号を、ＯＮＵ２１およびネットワーク用ＭＣ２２を介することなく、後述する光キャ
ビネット２６に直接送信することが可能である。
【００３８】
　光増幅器２３は、光送信機１４により変換された光信号の振幅変化を増大（増幅）させ
て出力する装置である。光増幅器２３により増幅された光信号は、信号減衰量の少ない光
ケーブルを介して各住戸内に送信される。したがって、各住戸には、増幅された光信号が
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ほとんど減衰することなく配信されることになる。すなわち、大規模な集合住宅であって
も、中間階にさらに増幅器を設置することなく、視聴するために十分に増幅された光信号
に対応するテレビ番組を配信することができる。
【００３９】
　レベル調整器２４は、光増幅器２３により増幅された光信号の受光レベルを最適な受光
レベルに調整するとともに、この調整された光信号を住戸数分に分配する。レベル調整器
２４は、分配する住戸ごとの光信号の受光レベルが、各住戸間で均一になるように調整す
る。このような機能を有するレベル調整器２４は、例えば、ＬＣ－ＳＣ光パッチコードと
光スプリッタとを用いて構成することができる。レベル調整器２４を備えることによって
、各住戸に配信されるＴＶ番組映像の画質の低減を最小限に抑えることができ、かつ、各
住戸間における画質のバラツキを抑えることができるため、全居室において均一かつ良好
な品質のＴＶ番組映像を視聴することが可能となる。
【００４０】
　インターホン用ＭＣ２５は、インターホン制御装置１６から送信された住戸ごとの電気
信号を、光信号に変換する装置である。
【００４１】
　光キャビネット２６は、ネットワーク用ＭＣ２２により変換された光信号と、レベル調
整器２４により受光レベルが調整されて住戸数分に分配された光信号と、インターホン用
ＭＣ２５により変換された光信号とを、光幹線ケーブルＣａに送出する。
【００４２】
　具体的に説明すると、例えば、光キャビネット２６は、ネットワーク用ＭＣ２２から受
信した住戸ごとの光信号を、光幹線ケーブルＣａに含まれる一の住戸に割り当てられた４
本の芯のうちの第１の芯線に送出し、レベル調整器２４から受信した住戸ごとの光信号を
、光幹線ケーブルＣａに含まれる一の住戸に割り当てられた４本の芯のうちの第２の芯線
に送出し、インターホン用ＭＣ２５から受信した住戸ごとの光信号を、光幹線ケーブルＣ
ａに含まれる一の住戸に割り当てられた４本の芯のうちの第３の芯線に送出する。
【００４３】
　これにより、集合住宅の住戸ごとに別個に配信される、通信ネットワーク１１から受信
した光信号と光送信機１４により変換された光信号とインターホン用ＭＣ２５とにより変
換された各光信号を、光幹線ケーブルＣａに含まれる芯線のうち、一の住戸に割り当てら
れた第１の芯線、第２の芯線および第３の芯線に区別して送出することができる。すなわ
ち、複数住戸分の光信号を統合して送信する光幹線ケーブルＣａを用いて、住戸ごとの各
光信号をそれぞれ区別させた上で送出することができる。
【００４４】
　分岐成端箱３０は、光幹線ケーブルＣａを介して受信した光信号を、光幹線ケーブルＣ
ａから分岐して成端された光支線ケーブルＣｂに送出する。ここで、成端とは、一の光ケ
ーブルに含まれる各芯線と、他の光ケーブルに含まれる各芯線とを融着することをいう。
したがって、光幹線ケーブルＣａと光支線ケーブルＣｂとを成端することによって、光幹
線ケーブルＣａに含まれる各芯線を分岐させて光支線ケーブルＣｂの各芯線に接続させる
ことができる。
【００４５】
　具体的に説明すると、例えば、分岐成端箱３０は、光幹線ケーブルＣａに含まれる芯線
のうち、一の住戸に割り当てられた上記第１の芯線、第２の芯線および第３の芯線を介し
て受信した光信号を、当該一の住戸に割り当てられた光支線ケーブルＣｂに含まれる各芯
線に分岐させて送出する。
【００４６】
　これにより、光幹線ケーブルＣａに含まれる芯線のうち、一の住戸に割り当てられた第
１の芯線、第２の芯線および第３の芯線に区別して光キャビネット２６から送出された住
戸ごとの各光信号を、当該一の住戸に割り当てられた光支線ケーブルＣｂに含まれる各芯
線に区別させて送出することができる。すなわち、複数住戸分の光信号を統合して送信す
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る光幹線ケーブルＣａから受信した住戸ごとの各光信号を、それぞれ区別させたまま、住
戸ごとに割り当てられた光支線ケーブルＣｂに送出させることができる。
【００４７】
　なお、分岐成端箱３０は、光幹線ケーブルＣａから光支線ケーブルＣｂに分岐させる際
に、複数段階に亘って徐々に芯数の少ない光ケーブルに分岐させていくこととしてもよい
。この場合には、光幹線ケーブルＣａに含まれる芯線よりも少ない芯線を含んで形成され
た光副幹線ケーブルが用いられることとなる。光副幹線ケーブルの芯数としては、例えば
、８芯、１６芯、２４芯および３２芯が該当する。
【００４８】
　ここで、例えば、３２芯の光副幹線ケーブルを用いて２段階に亘って分岐・成端させる
場合の分岐成端箱３０の構成ついて説明する。この場合における分岐成端箱３０は、第１
の分岐成端箱と、第２の分岐成端箱とで構成される。第１の分岐成端箱では、例えば、１
本の光幹線ケーブルＣａ（２００芯）を分岐して、６本の光副幹線ケーブル（３２芯）に
成端される。第２の分岐成端箱では、例えば、６本ある光副幹線ケーブル（３２芯）を分
岐して、この６本の光副幹線ケーブルがそれぞれ８本の光支線ケーブルＣｂ（４芯）に成
端される。
【００４９】
　このように構成される第１の分岐成端箱は、光幹線ケーブルＣａを介して受信した光信
号を、光幹線ケーブルＣａから分岐して成端された光副幹線ケーブルに送出する。また、
第２の分岐成端箱は、光副幹線ケーブルを介して受信した光信号を、光副幹線ケーブルか
ら分岐して成端された光支線ケーブルＣｂに送出する。
【００５０】
　住宅情報盤４０は、各住戸内に設置される箱である。この住宅情報盤４０には、光コネ
クタ４１（第３の光信号送出手段）、ネットワーク用ＭＣ４２（信号変換装置）、光受信
機４３（信号変換装置）、およびインターホン用ＭＣ４４（信号変換装置）が収容される
。
【００５１】
　光コネクタ４１は、ＳＣコネクタであり、光支線ケーブルＣｂに含まれる各芯線を、ネ
ットワーク用ＭＣ４２、光受信機４３およびインターホン用ＭＣ４４にそれぞれ接続する
。光コネクタ４１は、光支線ケーブルＣｂを介して受信した光信号を、ネットワーク用Ｍ
Ｃ４２、光受信機４３およびインターホン用ＭＣ４４に送出する。
【００５２】
　ネットワーク用ＭＣ４２は、光支線ケーブルＣｂに含まれる一の芯線を介して受信した
住戸ごとの光信号を、電気信号に変換してＰＣ端末５１に送信する装置である。また、Ｐ
Ｃ端末５１からメタルケーブルを介して受信した電気信号を、光信号に変換して通信ネッ
トワーク１１上に送信する装置でもある。
【００５３】
　光受信機４３は、光支線ケーブルＣｂに含まれる一の芯線を介して受信した住戸ごとの
光信号を、電気信号に変換してテレビ５２に送信する装置である。
【００５４】
　インターホン用ＭＣ４４は、光支線ケーブルＣｂに含まれる一の芯線を介して受信した
住戸ごとの光信号を、電気信号に変換してインターホン子機５３に送信する装置である。
また、インターホン子機５３からメタルケーブルを介して受信した電気信号を、光信号に
変換して集合インターホン１５宛に送信する装置でもある。なお、このインターホン用Ｍ
Ｃ４４は、インターホンの電気信号が有する広い周波数帯域に対応するものである。した
がって、インターホン用ＭＣ４４は、インターホンに特有の広い周波数帯域におよぶ電気
信号を漏らすことなく受信して光信号に変換することができる。
【００５５】
　ここで、図１に示す各装置のうち、ＯＮＵ２１、ネットワーク用ＭＣ２２，４２、光キ
ャビネット２６、分岐成端箱３０および光コネクタ４１によって光ＬＡＮシステムが構成
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される。また、ＴＶアンテナ１２、混合器１３、光送信機１４、光増幅器２３、レベル調
整器２４、光キャビネット２６、分岐成端箱３０、光コネクタ４１および光受信機４３に
よってＴＶ共聴システムが構成される。さらに、集合インターホン１５、インターホン制
御装置１６、インターホン用ＭＣ２５，４４、光キャビネット２６、分岐成端箱３０およ
び光コネクタ４１によってインターホンシステムが構成される。このように、本実施形態
における集合住宅用マルチメディア通信システム１では、光キャビネット２６、分岐成端
箱３０および光コネクタ４１を、各システムにおいて共用している。
【００５６】
　ここで、集合住宅においては、通信機器室に設置されるラックと、各住戸内に設置され
る住宅情報盤との間を施設するための空間（シャフト）が限定されている。しかしながら
、本実施形態における集合住宅用マルチメディア通信システムでは、複数のシステムを統
合させたものであるにもかかわらず、ラック２０に収容される光キャビネット２６と、住
宅情報盤４０に収容される光コネクタ４１との間を、各システムで共用される光幹線ケー
ブルＣａ、分岐成端箱３０および光支線ケーブルＣｂを用いて施設することができる。し
たがって、各システムを別個に構築する場合に比して、システム構成を格段に簡略化する
ことが可能となり、ひいては通信設備の故障リスクやメンテナンス費用をより低減させる
ことができる。
【００５７】
　次に、図２～図４を参照して集合住宅用マルチメディア通信システム１における各信号
の流れについて説明する。図２は、光ＬＡＮシステムにおいて通信ネットワーク１１から
ＰＣ端末５１に各種マルチメディアコンテンツが配信される際の信号の流れを例示するフ
ローチャートである。図３は、ＴＶ共聴システムにおいてＴＶアンテナ１２からテレビ５
２にテレビ番組が配信される際の信号の流れを例示するフローチャートである。図４は、
インターホンシステムにおいて集合インターホン１５からインターホン子機５３に音声お
よび映像が配信される際の信号の流れを例示するフローチャートである。
【００５８】
　まず、図２を参照して、外部の通信ネットワーク１１からＰＣ端末５１に各種マルチメ
ディアコンテンツが配信される際の信号の流れについて説明する。図２に示すように、Ｏ
ＮＵ２１は、インターネット等の外部の通信ネットワーク１１から住戸ごとの光信号を受
信する（ステップＳ１）。次に、ＯＮＵ２１は、受信した光信号を電気信号に変換する（
ステップＳ２）。次に、ネットワーク用ＭＣ２２は、ＯＮＵ２１によって変換された電気
信号を光信号に変換する（ステップＳ３）。
【００５９】
　次に、光キャビネット２６は、ネットワーク用ＭＣ２２により変換された光信号を光幹
線ケーブルＣａに送出する（ステップＳ４）。次に、分岐成端箱３０は、光幹線ケーブル
Ｃａを介して受信した光信号を、光支線ケーブルＣｂに分岐させて送出する（ステップＳ
５）。
【００６０】
　次に、光コネクタ４１は、光支線ケーブルＣｂに含まれる一の芯線を介して受信した住
戸ごとの光信号を、ネットワーク用ＭＣ４２に送出する（ステップＳ６）。次に、ネット
ワーク用ＭＣ４２は、光コネクタ４１を介して受信した光信号を、電気信号に変換し（ス
テップＳ７）、この電気信号をＰＣ端末５１に送信する（ステップＳ８）。これにより、
ＰＣ端末５１のディスプレイ上には、通信ネットワーク１１から配信された映像、音声お
よび文字等のマルチメディアコンテンツが表示される。
【００６１】
　次に、図３を参照して、ＴＶアンテナ１２からテレビ５２にテレビ番組が配信される際
の信号の流れについて説明する。まず、ＴＶアンテナ１２は、放送局から送信されるテレ
ビ放送波を受信する（ステップＳ１１）。次に、混合器１３は、ＴＶアンテナ１２により
受信されたテレビ放送波のうち、ＵＨＦ、ＶＨＦおよびＢＳ放送用の各ＴＶアンテナ１２
によって受信されたテレビ放送波に対応する電気信号を混合する（ステップＳ１２）。
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【００６２】
　次に、光送信機１４は、混合器１３により混合された電気信号およびＣＳ放送用のＴＶ
アンテナ１２により受信されたテレビ放送波に対応する電気信号を光信号に変換する（ス
テップＳ１３）。次に、光増幅器２３は、光送信機１４により変換された光信号を増幅す
る（ステップＳ１４）。次に、レベル調整器２４は、光増幅器２３により増幅された光信
号の受光レベルを最適な受光レベルに調整するとともに、この調整された光信号を住戸数
分に分配する（ステップＳ１５）。
【００６３】
　次に、光キャビネット２６は、レベル調整器２４により受光レベルが調整され、住戸数
分に分配された光信号（各住戸間における受光レベルは均一）を光幹線ケーブルＣａに送
出する（ステップＳ１６）。次に、分岐成端箱３０は、光幹線ケーブルＣａを介して受信
した光信号を、光支線ケーブルＣｂに分岐させて送出する（ステップＳ１７）。
【００６４】
　次に、光コネクタ４１は、光支線ケーブルＣｂに含まれる一の芯線を介して受信した住
戸ごとの光信号を、光受信機４３に送出する（ステップＳ１８）。次に、光受信機４３は
、光コネクタ４１を介して受信した光信号を、電気信号に変換し（ステップＳ１９）、こ
の電気信号をテレビ５２に送信する（ステップＳ２０）。これにより、テレビ５２の画面
上には、放送局から配信されたテレビ番組が表示される。
【００６５】
　最後に、図４を参照して、集合インターホン１５からインターホン子機５３に映像およ
び音声が配信される際の信号の流れについて説明する。まず、来訪者により集合インター
ホン１５が操作され、所定の住戸への呼出ボタンが押下された場合に、インターホン制御
装置１６は、当該所定の住戸に備えられたインターホン子機５３宛に電気信号を送信する
（ステップＳ３１）。次に、インターホン用ＭＣ２５は、インターホン制御装置１６から
送信された所定のインターホン子機５３宛の電気信号を、光信号に変換する（ステップＳ
３２）。
【００６６】
　次に、光キャビネット２６は、インターホン用ＭＣ２５により変換された光信号を光幹
線ケーブルＣａに送出する（ステップＳ３３）。次に、分岐成端箱３０は、光幹線ケーブ
ルＣａを介して受信した光信号を、光支線ケーブルＣｂに分岐させて送出する（ステップ
Ｓ３４）。
【００６７】
　次に、光コネクタ４１は、光支線ケーブルＣｂに含まれる一の芯線を介して受信した所
定のインターホン子機５３宛の光信号を、インターホン用ＭＣ４４に送出する（ステップ
Ｓ３５）。次に、インターホン用ＭＣ４４は、光コネクタ４１を介して受信した光信号を
、電気信号に変換し（ステップＳ３６）、この電気信号を所定のインターホン子機５３に
送信する（ステップＳ３７）。これにより、インターホン子機５３の画面上には、集合イ
ンターホン１５から配信された来訪者の映像が表示され、インターホン子機５３のスピー
カーからは、集合インターホン１５から配信された来訪者の音声が出力される。
【００６８】
　以上のように、集合住宅用マルチメディア通信システム１によれば、光送信機１４を備
えることによって、ＴＶアンテナ１２を介して受信されたテレビ放送波に対応する電気信
号を光信号に変換することができ、インターホン用ＭＣ２５を備えることによって、イン
ターホンシステムから受信した住戸ごとの電気信号を光信号に変換することができる。こ
れにより、光キャビネット２６が、光送信機１４により変換された光信号と、インターホ
ン用ＭＣ２５により変換された住戸ごとの光信号と、外部の通信ネットワーク１１から受
信した住戸ごとの光信号とを、複数の住戸分の芯数を有する光幹線ケーブルＣａに統合さ
せて送出することが可能となる。すなわち、住戸ごとに配信される各種マルチメディアコ
ンテンツに対応する光信号を、各住戸に割り当てられた芯を含んで形成された光幹線ケー
ブルＣａに送出することができる。
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【００６９】
　また、分岐成端箱３０を備えることによって、光幹線ケーブルＣａにより統合して送信
されてきた住戸ごとの光信号を、住戸ごとに割り当てられた光支線ケーブルＣｂに送出す
ることができ、光コネクタ４１を備えることによって、住戸ごとに割り当てられた光支線
ケーブルＣｂを介して送信されてきた各光信号を、各住戸内に設置されたネットワーク用
ＭＣ４２、光受信機４３およびインターホン用ＭＣ４４に送出することができる。これに
より、各住戸内には、住戸ごとに配信される種々のマルチメディアコンテンツに対応する
電気信号が配信されることとなる。
【００７０】
　また、上述した集合住宅用マルチメディア通信システム１によれば、光キャビネット２
６からネットワーク用ＭＣ４２、光受信機４３およびインターホン用ＭＣ４４までの間は
、信号減衰量の少ない光ケーブルにより接続されている。したがって、集合住宅内に設け
られた光キャビネット２６から、例えば１００Ｍ以上離れた遠方にある住戸に対してマル
チメディアコンテンツを送信するような場合であっても、集合住宅の中間階に中継器や増
幅器を設けることなく、良好な品質に保持されたマルチメディアコンテンツを各住戸に配
信することができる。
【００７１】
　また、光キャビネット２６から分岐成端箱３０までの間は、複数の住戸分の芯数を含ん
で形成された光幹線ケーブルＣａにより接続されているため、ケーブル周辺の設備をより
簡易にすることができるとともに、ケーブルスペースをより狭小させることができる。
【００７２】
　また、集合住宅内のラック２０に収容されたネットワーク用ＭＣ２２から、各住戸内の
住宅情報盤に収容されたネットワーク用ＭＣ４２までは、各光ケーブルに含まれる１本の
芯により接続されることとなるため、外部の通信ネットワーク１１と各住戸との間を、各
住戸専用の光ケーブルで接続するのと同様の構成にすることができる。したがって、各住
人は、住戸ごとに別個の通信プロバイダを選択し、自由にネットワーク通信の契約を締結
することができるようになる。これにより、従来のように、ネットワーク通信の利用の有
無にかかわらず、一律に通信料を支払わなければならないという不公平感を払拭すること
ができる。
【００７３】
　また、光ケーブルは、メタルケーブルに比して耐久性が高い。したがって、集合住宅内
に施設されるケーブルを、光ケーブルにした本実施形態における集合住宅用マルチメディ
ア通信システム１は、メンテナンス費用をより削減することができる。
【００７４】
　また、集合住宅のシャフト内には、中継器や増幅器などの各種の電気機器を備える必要
がないため、従来の各マルチメディア通信システムを構築する際に必要とされていた電源
工事を省くことができる。これにより、システム構築における初期費用を削減することが
できる。
【００７５】
　以上より、本実施形態における集合住宅用マルチメディア通信システム１によれば、集
合住宅に構築されるマルチメディア通信システムを簡略化することができ、ひいては通信
設備の故障リスクやメンテナンス費用をより低減させることができる。
【００７６】
　なお、上述した実施形態においては、集合住宅用マルチメディア通信システム１に含ま
れるマルチメディア通信システムとして、光ＬＡＮシステム、テレビ共聴システムおよび
インターホンシステムを用いて説明したが、集合住宅用マルチメディア通信システム１に
含まれるマルチメディア通信システムの組合せは、これに限られない。すなわち、各マル
チメディア通信システムを適宜自由に組み合わせることができ、例えば、光ＬＡＮシステ
ムとテレビ共聴システムとを統合したシステムであってもよい。この場合には、図１に示
す各構成要素から、集合インターホン１５、インターホン制御装置１６、インターホン用
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ＭＣ２５，４４およびインターホン子機５３が除外され、他の構成要素については、上述
した実施形態と同様に備えられ、同様に機能することになる。したがって、この場合にお
ける各構成要素の説明は省略する。
【００７７】
　また、集合住宅用マルチメディア通信システム１に含まれるマルチメディア通信システ
ムは、上述した光ＬＡＮシステム、テレビ共聴システムおよびインターホンシステムに限
られない。例えば、ＩＰ電話システムにも本発明が適用可能である。
【００７８】
　また、上述した実施形態における混合器１３は、ＵＨＦ、ＶＨＦおよびＢＳ放送用の各
アンテナによって受信されたテレビ放送波に対応する電気信号を混合しているが、混合す
る電気信号は、これらの電気信号に限られない。例えば、外部から集合住宅内に引き込ま
れた光ケーブルを介して送信されたテレビ放送波に対応する電気信号をさらに混合するこ
ととしてもよい。この場合には、まず、テレビ放送局により放送されたテレビ放送波を、
光ケーブを介して受信する。次に、受信したテレビ放送波に対応する光信号を、例えば、
ＯＮＵを用いて電気信号に変換する。そして、ＯＮＵにより変換された電気信号を、混合
器１３によって他の電気信号と混合した後に、混合した光信号を光送信機１４に送信する
こととすればよい。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】発明の実施形態における集合住宅用マルチメディア通信システムの装置構成を示
す図である。
【図２】光ＬＡＮシステムにおいて通信ネットワークからＰＣ端末に各種マルチメディア
コンテンツが配信される際の信号の流れを例示するフローチャートである。
【図３】ＴＶ共聴システムにおいてＴＶアンテナからテレビにテレビ番組が配信される際
の信号の流れを例示するフローチャートである。
【図４】インターホンシステムにおいて集合インターホンからインターホン子機に映像お
よび音声が配信される際の信号の流れを例示するフローチャートである。
【符号の説明】
【００８０】
　１・・・集合住宅用マルチメディア通信システム、１１・・・通信ネットワーク、１２
・・・ＴＶアンテナ、１３・・・混合器、１４・・・光送信機、１５・・・集合インター
ホン、１６・・・インターホン制御装置、２０・・・ラック、２２，４２・・・ネットワ
ーク用ＭＣ、２３・・・光増幅器、２４・・・レベル調整器、２５，４４・・・インター
ホン用ＭＣ、２６・・・光キャビネット、３０・・・分岐成端箱、４０・・・住宅情報盤
、４１・・・光コネクタ、４３・・・光受信機、５１・・・ＰＣ端末、５２・・・テレビ
、５３・・・インターホン子機、Ｃａ・・・光幹線ケーブル、Ｃｂ・・・光支線ケーブル
。
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