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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示装置を識別する識別情報をメタルケーブルを介して取得するためのコネクタを
備え、情報処理装置及び光ファイバケーブルに接続可能で、かつ、入力された電気信号で
ある画像信号を光信号である画像光信号に変換して、接続された前記光ファイバケーブル
を介して送信する送信手段と、
　メタルケーブルを接続するためのコネクタを備え、画像表示装置及び前記光ファイバケ
ーブルに接続可能で、かつ、接続された前記光ファイバケーブルを介して前記送信手段か
ら送信された画像光信号を受信し、前記画像光信号を前記画像電気信号に変換して、接続
された前記画像表示装置に出力する受信手段と、
　前記送信手段の前記コネクタに対して取り外し可能に嵌合するプラグに接続され、かつ
、前記画像表示装置を識別する識別情報が記憶された識別情報記憶手段とを含み、
　前記情報処理装置は、前記プラグが前記送信手段の前記コネクタに嵌合した状態で、前
記識別情報記憶手段から前記識別情報を取得し、前記取得した識別情報の少なくとも一部
に応じて、接続された前記送信手段に前記画像信号を出力することを特徴とする信号伝送
装置。
【請求項２】
　前記識別情報は、接続された前記画像表示情報に備えられた情報と同一であることを特
徴とする請求項１記載の信号伝送装置。
【請求項３】
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　前記識別情報記憶手段は、前記送信手段の外部に対して取り外し可能に取り付けられて
いる請求項１又は２記載の信号伝送装置。
【請求項４】
　前記識別情報記憶手段は、前記画像表示装置を識別するＥＤＩＤ情報を記憶する請求項
１～請求項３の何れか１項記載の信号伝送装置。
【請求項５】
　前記光ファイバケーブルは、長さが１００ｍ以上である請求項１～請求項４の何れか１
項記載の信号伝送装置。
【請求項６】
　画像信号を出力する情報処理装置と、
　画像信号に基づいて画像を表示する画像表示装置と、
　画像表示装置を識別する識別情報をメタルケーブルを介して取得するためのコネクタを
備え、前記情報処理装置及び光ファイバケーブルに接続可能で、かつ、入力された電気信
号である画像信号を光信号である画像光信号に変換して、接続された前記光ファイバケー
ブルを介して送信する送信手段、
　メタルケーブルを接続するためのコネクタを備え、画像表示装置及び前記光ファイバケ
ーブルに接続可能で、かつ、接続された前記光ファイバケーブルを介して前記送信手段か
ら送信された画像光信号を受信し、前記画像光信号を前記画像電気信号に変換して、接続
された前記画像表示装置に出力する受信手段、及び
　前記送信手段の前記コネクタに対して取り外し可能に嵌合するプラグに接続され、かつ
、前記画像表示装置を識別する識別情報が記憶された識別情報記憶手段を含む信号伝送装
置とを含み、
　前記情報処理装置は、前記プラグが前記送信手段の前記コネクタに嵌合した状態で、前
記識別情報記憶手段から前記識別情報を取得し、前記取得した識別情報の少なくとも一部
に応じて、接続された前記送信手段に前記画像信号を出力することを特徴とする信号伝送
システム。
【請求項７】
　前記識別情報は、接続された前記画像表示装置に備えられた情報と同一であることを特
徴とする請求項６記載の信号伝送システム。
【請求項８】
　前記識別情報記憶手段は、前記画像表示装置を識別するＥＤＩＤ情報を記憶する請求項
６又は７記載の信号伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号伝送装置及び信号伝送システムに係り、特に、画像信号を伝送する信号
伝送装置及び信号伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）信号などの画像
情報を示す電気信号をコンピュータから液晶表示装置やＣＲＴなどの画像表示装置に伝送
する場合に、画像表示装置の仕様にあった電気信号をコンピュータから出力するために、
画像表示装置の機種名や設定値などを示す識別情報を画像表示装置からコンピュータが取
得している。
【０００３】
　この識別情報に関して、ビデオエレクトロニクス規格制定委員会（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ：ＶＥＳＡ）が標準仕
様を定めており、識別情報を取得することにより、コンピュータが画像表示装置の機種名
や設定値を自動的に認識することができる。ここで、自動認識するときのプロトコルとし
てＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）プロトコルがあり、また、識別
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情報の規格としてＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）規格があり、ＥＤＩＤ規格により作成されたＥＤＩＤ情報を取得す
ることによって、コンピュータが画像表示装置の機種名や設定値を認識することができる
。
【０００４】
　ＥＤＩＤ情報をＤＤＣプロトコルに従って取得するときに、画像表示装置に設けられた
ＤＤＣ制御部のメモリにＥＤＩＤ情報を記憶して、このＥＤＩＤ情報をＤＤＣ信号として
送信するディスプレイが知られている（特許文献１）。
【０００５】
　このＤＤＣ信号やＤＶＩ信号は、通常、専用のメタルケーブルによって伝送されるが、
ＵＸＧＡ画像のような超高画質画像のＤＶＩ信号を伝送する場合には、信号の周波数が高
いため、メタルケーブルの伝送ではインピーダンスの不整合によって５ｍ程度しか伝送で
きない、という問題がある。
【０００６】
　そこで、ＤＶＩ信号の長距離伝送を可能とする装置として、ＤＶＩの画像信号を光信号
に変換して光ファイバにより伝送し、ＤＤＣ信号をメタルケーブルにより伝送する信号伝
送装置が知られている（特許文献２）。
【特許文献１】特開平１１―１５４２５号公報
【特許文献２】特開２００５―５１７３０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載の信号伝送装置では、信号の周波数が低いＤＤＣ信号
をメタルケーブルによって伝送しているため、ＤＤＣ信号を長距離伝送すると、信号の減
衰によって十分な信号伝送が困難であり、また、信号伝送装置を屋外に設置した場合に、
ＤＤＣ信号をメタルケーブルで伝送すると、メタルケーブルへの落雷によって装置の破損
や火災を招く恐れがある、という問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、安全かつ確実に画像表示装
置の識別情報を取得でき、かつ、画像信号の長距離伝送を可能とする信号伝送装置及び信
号伝送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】
【０００９】
　上記の目的を達成するために本発明に係る信号伝送装置は、画像表示装置を識別する識
別情報をメタルケーブルを介して取得するためのコネクタを備え、情報処理装置及び光フ
ァイバケーブルに接続可能で、かつ、入力された電気信号である画像信号を光信号である
画像光信号に変換して、接続された前記光ファイバケーブルを介して送信する送信手段と
、メタルケーブルを接続するためのコネクタを備え、画像表示装置及び前記光ファイバケ
ーブルに接続可能で、かつ、接続された前記光ファイバケーブルを介して前記送信手段か
ら送信された画像光信号を受信し、前記画像光信号を前記画像電気信号に変換して、接続
された前記画像表示装置に出力する受信手段と、前記送信手段の前記コネクタに対して取
り外し可能に嵌合するプラグに接続され、かつ、前記画像表示装置を識別する識別情報が
記憶された識別情報記憶手段とを含み、前記情報処理装置は、前記プラグが前記送信手段
の前記コネクタに嵌合した状態で、前記識別情報記憶手段から前記識別情報を取得し、前
記取得した識別情報の少なくとも一部に応じて、接続された前記送信手段に前記画像信号
を出力することを特徴としている。
【００１０】
　また、本発明に係る信号伝送システムは、画像信号を出力する情報処理装置と、画像信
号に基づいて画像を表示する画像表示装置と、画像表示装置を識別する識別情報をメタル
ケーブルを介して取得するためのコネクタを備え、前記情報処理装置及び光ファイバケー
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ブルに接続可能で、かつ、入力された電気信号である画像信号を光信号である画像光信号
に変換して、接続された前記光ファイバケーブルを介して送信する送信手段、メタルケー
ブルを接続するためのコネクタを備え、画像表示装置及び前記光ファイバケーブルに接続
可能で、かつ、接続された前記光ファイバケーブルを介して前記送信手段から送信された
画像光信号を受信し、前記画像光信号を前記画像電気信号に変換して、接続された前記画
像表示装置に出力する受信手段、及び前記送信手段の前記コネクタに対して取り外し可能
に嵌合するプラグに接続され、かつ、前記画像表示装置を識別する識別情報が記憶された
識別情報記憶手段を含む信号伝送装置とを含み、前記情報処理装置は、前記プラグが前記
送信手段の前記コネクタに嵌合した状態で、前記識別情報記憶手段から前記識別情報を取
得し、前記取得した識別情報の少なくとも一部に応じて、接続された前記送信手段に前記
画像信号を出力することを特徴としている。
【００１１】
　本発明によれば、情報処理装置は、プラグが送信手段のコネクタに嵌合した状態で、識
別情報記憶手段から画像表示装置を識別する識別情報を取得し、取得した識別情報の少な
くとも一部に応じて、接続された送信手段に画像信号を出力する。そして、送信手段によ
って、入力された画像信号を画像光信号に変換して、接続された光ファイバケーブルを介
して送信し、受信手段によって、接続された光ファイバケーブルを介して送信手段から送
信された画像光信号を受信すると共に、画像光信号を画像電気信号に変換して、接続され
た画像表示装置に出力する。
【００１２】
　従って、送信手段に識別情報記憶手段を取り付けることにより、情報処理装置は、安全
かつ確実に識別情報を取得することができ、また、識別情報記憶手段は送信手段に対して
取り外し可能に取り付けられているため、識別情報を変更する場合には、識別情報記憶手
段を容易に取り替えることができる。また、画像表示装置から識別情報を取得するための
ケーブルが不要であるため、画像信号の長距離伝送を行うことができる。
【００１３】
　また、本発明に係る識別情報は、接続された画像表示装置に備えられた情報と同一とな
っている。
【００１４】
　また、本発明に係る識別情報記憶手段は、送信手段の外部に対して取り外し可能に取り
付けられることができる。これにより、識別情報記憶手段の取り外しが更に容易になる。
【００１５】
　上記の識別情報記憶手段は、画像表示装置を識別するＥＤＩＤ情報を記憶することがで
きる。
【００１６】
　信号伝送媒体を光ファイバケーブルとすることにより、画像信号の長距離伝送を確実に
行うことができる。
【００１７】
　また、上記の光ファイバケーブルは、長さが１００ｍ以上とすることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、本発明の信号伝送装置及び信号伝送システムによれば、送信手段
に識別情報記憶手段を取り付けることにより、情報処理装置は、安全かつ確実に識別情報
を取得することができ、また、識別情報記憶手段は送信手段に対して取り外し可能に取り
付けられているため、識別情報を変更する場合には、識別情報記憶手段を容易に取り替え
ることができる、という効果が得られる。また、画像表示装置から識別情報を取得するた
めのケーブルが不要であるため、画像信号の長距離伝送を行うことができる、という効果
が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
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　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１に示すように、本実施の形態に係る信号伝送システム１０は、画像情報を示す電気
信号であるＤＶＩ電気信号を出力するホストコンピュータ１２、ホストコンピュータ１２
から入力されたＤＶＩ電気信号を後述する画像表示装置１８に伝送する信号伝送装置１１
、及び信号伝送装置１１から伝送されたＤＶＩ電気信号に基づいて画像を表示する画像表
示装置１８を備えている。
【００２１】
　信号伝送装置１１は、ホストコンピュータ１２から入力されたＤＶＩ電気信号に基づい
て信号を送信する送信モジュール１４、送信モジュール１４から送信された信号を受信す
る受信モジュール１６、及び送信モジュール１４と受信モジュール１６とを接続する光フ
ァイバケーブル５６を備えている。また、ホストコンピュータ１２と送信モジュール１４
とは、ＤＶＩメタルケーブル３２によって接続されており、受信モジュール１６と画像表
示装置１８とは、ＤＶＩメタルケーブル５２によって接続されている。
【００２２】
　送信モジュール１４は、ボックス状の筐体２０を備えており、筐体２０の内部には、Ｄ
ＶＩ電気信号のＲｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅ、Ｃｌｏｃｋの各信号を光信号に変換して
送信する電気―光変換回路基板２２、電気―光変換回路基板２２にＤＣ電源を供給する電
源回路２４、及びＤＤＣ信号を送受信するＤＤＣ送受信回路２６が配置されている。
【００２３】
　電気―光変換回路基板２２は、一端に電気信号を入力するメス電気コネクタ２８（ＤＶ
Ｉコネクタ）が取り付けられており、他端に光信号を出力するメス光コネクタ３０が取り
付けられている。メス光コネクタ３０は、枠状のコネクタ接合部（図示省略）を備えてお
り、その内側に、光信号を出力する発光素子（例えば、ＶＣＳＥＬなどのレーザダイオー
ド）が複数内蔵されている。また、メス電気コネクタ２８には、ホストコンピュータ１２
に接続されたＤＶＩメタルケーブル３２のオス電気コネクタ３４が接続される。
【００２４】
　さらに、電気―光変換回路基板２２とＤＤＣ送受信回路２６とは、メス電気コネクタ（
図示省略）及びオス電気コネクタ（図示省略）によって筐体２０内で互いに接続されてい
る。
【００２５】
　電気―光変換回路基板２２には、ＤＶＩメタルケーブル３２で伝送される信号の種類に
対応して、複数の電気―光変換回路（図示省略）が設けられており、例えば、一般的なＤ
ＶＩメタルケーブルでは、Ｒｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅ、Ｃｌｏｃｋの４種類の信号が
伝送されるので、電気―光変換回路も、４種類の信号のそれぞれに対応するように４つ設
けられている。
【００２６】
　電源回路２４は、ＡＣアダプター（図示省略）を介してＡＣ電源（図示省略）に接続さ
れており、電源回路２４は、ＤＣ電源を電気―光変換回路基板２２の電気―光変換回路に
供給するようになっている。
【００２７】
　また、ＤＤＣ送受信回路２６には、コネクタ６０が取り付けられており、コネクタ６０
は、図２に示すように、メタルケーブル６２の一端に設けられ、かつ、コネクタ６０に嵌
合するプラグ６４が筐体２０の外部から取り付けられている。また、このコネクタ６０と
プラグ６４とは取り外し可能となっている。メタルケーブル６２の他端には、ＥＤＩＤ情
報が記憶されたＥＤＩＤ情報記憶装置６６が接続されており、ＥＤＩＤ情報記憶装置６６
には、図１に示すように、ＥＤＩＤ情報が予め記憶されているＲＯＭ６８が設けられてい
る。なお、コネクタ６０は、例えばモジュラー状のコネクタを適用することができるが、
プラグ６４の端子と適合していれば、いかなる形状のコネクタであってもよい。
【００２８】
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　また、プラグ６４には、電圧レベル信号（５Ｖ）、ＤＤＣ信号のＨＰＤ（Ｈｏｔ　Ｐｌ
ｕｇ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）、ＤＤＣ信号のＤＡＴＡ、及びＤＤＣ信号のＣＬＯＣＫの各
々に対応する端子が設けられている。また、ＲＯＭ６８に記憶されているＥＤＩＤ情報は
、例えば、画像表示装置１８の機種名や解像度などの設定値を示す情報からなっている。
【００２９】
　受信モジュール１６は、ボックス状の筐体４０を備えており、筐体４０の内部には、受
信した光信号であるＤＶＩ光信号のＲｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅ、Ｃｌｏｃｋの各信号
をＤＶＩ電気信号に変換して出力する光―電気変換回路基板４２、光―電気変換回路基板
４２にＤＣ電源を供給する電源回路４４、及びＤＤＣ信号を送受信するＤＤＣ送受信回路
４６が配置されている。
【００３０】
　光―電気変換回路基板４２は、一端に光信号を入力するメス光コネクタ４８（ＤＶＩコ
ネクタ）が取り付けられており、他端に電気信号を出力するメス電気コネクタ５０が取り
付けられている。メス光コネクタ４８は、枠状のコネクタ接合部（図示省略）を備えてお
り、その内側に、光信号を受信する受光素子（例えば、フォトダイオード）が複数内蔵さ
れている。また、メス電気コネクタ５０には、画像表示装置１８に接続されたＤＶＩメタ
ルケーブル５２のオス電気コネクタ５４が接続されている。
【００３１】
　さらに、光―電気変換回路基板４２とＤＤＣ送受信回路４６とは、メス電気コネクタ（
図示省略）及びオス電気コネクタ（図示省略）によって筐体４０内で互いに接続されてい
る。
【００３２】
　光―電気変換回路基板４２には、電気―光変換回路と同様に、信号の種類に対応して、
複数の光―電気変換回路（図示省略）が設けられており、光ファイバケーブル５６も信号
の種類に対応して複数設けられている。例えば、Ｒｅｄ、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅ、Ｃｌｏ
ｃｋの４種類の信号の場合には、４種類の信号のそれぞれに対応するように光―電気変換
回路が４つ設けられ、光ファイバケーブル５６が４本設けられる。なお、４種類の光信号
をパラレル－シリアル変換や波長多重方式等によって１種類又は２種類程度の信号とする
場合には、光ファイバケーブル５６は、光信号の種類に対応して１本もしくは２本とする
ことができる。
【００３３】
　電源回路４４は、ＡＣアダプター（図示省略）を介してＡＣ電源（図示省略）に接続さ
れており、電源回路４４は、ＤＣ電源を光―電気変換回路基板４２の光―電気変換回路に
供給するようになっている。
【００３４】
　送信モジュール１４のメス光コネクタ３０には光ファイバケーブル５６の一端に設けた
オス光コネクタ７０が接続され、受信モジュール１６のメス光コネクタ４８には光ファイ
バケーブル５６の他端に設けたオス光コネクタ７２が接続される。光ファイバケーブル５
６の長さは、例えば１００ｍとなっており、長距離の信号伝送を行えるようになっている
。なお、受信モジュール１６のＤＤＣ送受信回路４６には、コネクタ７４が設けられてい
るが、コネクタ７４には、何も接続されていない状態となっている。
【００３５】
　画像表示装置１８には、画像表示装置１８の各部を駆動させるための駆動回路８０が設
けられており、駆動回路８０には、画像表示装置１８のＥＤＩＤ情報を格納したメモリ８
２が設けられている。メモリ８２に格納されているＥＤＩＤ情報と、ＥＤＩＤ情報記憶装
置６６のＲＯＭ６８に予め記憶されているＥＤＩＤ情報とは同一になっている。なお、画
像表示装置１８は、従来公知の一般的構成のディスプレイ装置を適用でき、本実施の形態
では、他の構成の詳細な説明を省略する。
【００３６】
　ホストコンピュータ１２には、画像情報を示すＤＶＩ電気信号を出力するための画像処
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理基板８４が設けられており、画像処理基板８４からＤＶＩメタルケーブル３２を介して
ＤＶＩ電気信号が送信モジュール１４に入力されるようになっている。なお、ホストコン
ピュータ１２は、従来公知の一般的構成のパーソナルコンピュータを適用でき、本実施の
形態では、他の構成の詳細な説明を省略する。
【００３７】
　次に、本実施の形態に係る信号伝送システム１０の作用について説明する。まず、ホス
トコンピュータ１２、送信モジュール１４、受信モジュール１６、及び画像表示装置１８
の全てに電源が投入されると、ホストコンピュータ１２は、送信モジュール１４のＤＤＣ
送受信回路２６を介して、画像表示装置１８のＥＤＩＤ情報を取得するための制御信号を
ＥＤＩＤ情報記憶装置６６に出力する。
【００３８】
　そして、ＥＤＩＤ情報記憶装置６６は、ＥＤＩＤ情報を取得するための制御信号を受信
すると、ＲＯＭ６８に記憶されているＥＤＩＤ情報を示す信号を出力し、ホストコンピュ
ータ１２は、メタルケーブル６２、ＤＤＣ送受信回路２６、及びＤＶＩメタルケーブル３
２を介して、ＥＤＩＤ情報を取得する。
【００３９】
　そして、ホストコンピュータ１２は、ＥＤＩＤ情報の少なくとも一部を取得すると、画
像表示装置１８が接続されていることを認識し、取得したＥＤＩＤ情報に基づいて、画像
表示装置１８の機種名や設定値を認識し、画像情報に基づいて、画像表示装置１８の仕様
にあったＤＶＩ電気信号を生成し、出力する。このＤＶＩ電気信号は、ＤＶＩメタルケー
ブル３２を介して送信モジュール１４に入力され、電気―光変換回路基板２２によって、
ＤＶＩ光信号に変換されると共に出力され、光ファイバケーブル５６を介して受信モジュ
ール１６に送信される。
【００４０】
　そして、受信モジュール１６では、ＤＶＩ光信号が光―電気変換回路基板４２によって
ＤＶＩ電気信号に変換され、ＤＶＩ電気信号がＤＶＩメタルケーブル５２を介して画像表
示装置１８へ出力され、画像表示装置１８において、ＤＶＩ電気信号に基づいて画像が表
示される。
【００４１】
　ここで、画像表示装置１８の変更などにより、ＥＤＩＤ情報記憶装置６６に記憶されて
いたＥＤＩＤ情報と画像表示装置１８のＥＤＩＤ情報とが一致しない場合には、送信モジ
ュール１４のコネクタ６０からプラグ６４を取り外し、接続されていたＥＤＩＤ情報記憶
装置６６と、画像表示装置１８のメモリ８２に格納されているＥＤＩＤ情報が記憶された
ＥＤＩＤ情報記憶装置６６とを交換し、交換したＥＤＩＤ情報記憶装置６６を送信モジュ
ール１４に接続する。
【００４２】
　そして、上記と同様に、全ての装置に電源が投入されると、ホストコンピュータ１２は
、新たに接続されたＥＤＩＤ情報記憶装置６６に記憶されたＥＤＩＤ情報を取得すること
により、画像表示装置１８のメモリ８２に格納されているＥＤＩＤ情報を取得し、画像表
示装置１８の機種名や設定値を認識し、画像表示装置１８の仕様にあったＤＶＩ電気信号
を生成し、出力する。
【００４３】
　また、ＥＤＩＤ情報記憶装置６６のＲＯＭ６８に記憶されたＥＤＩＤ情報を書き換える
ことができる書換装置を使用することにより、ＥＤＩＤ情報記憶装置６６を交換しなくて
も送信モジュール１４に接続されたＥＤＩＤ情報記憶装置６６に記憶されたＥＤＩＤ情報
を変更することができる。この場合には、ＥＤＩＤ情報記憶装置６６に接続されたメタル
ケーブル６２のプラグ６４をコネクタ６０から取り外し、書換装置をＥＤＩＤ情報記憶装
置６６のメタルケーブル６２のプラグ６４に装着し、書換装置に記憶されたＥＤＩＤ情報
をＥＤＩＤ情報記憶装置６６のＲＯＭ６８にコピーして、ＥＤＩＤ情報を書き換えること
ができる。
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【００４４】
　以上説明したように、本実施の形態に係る信号伝送システムによれば、送信モジュール
にＥＤＩＤ情報記憶装置を取り付けることにより、ホストコンピュータは、安全かつ確実
にＥＤＩＤ情報を取得することができ、また、ＥＤＩＤ情報記憶装置は送信モジュールに
対して取り外し可能に取り付けられているため、ＥＤＩＤ情報を変更する場合には、ＥＤ
ＩＤ情報記憶装置を容易に取り替えることができる。また、送信モジュールと受信モジュ
ールとの間においてＥＤＩＤ情報を取得するためのケーブルが不要であるため、ＤＶＩ信
号の長距離伝送を行うことができる。
【００４５】
　また、送信モジュールの外部にＥＤＩＤ情報記憶装置を取り付けているため、容易に取
り外すことができる。
【００４６】
　また、光ファイバケーブルを用いることにより、安定した長距離伝送を行うことができ
る。
【００４７】
　なお、上記の実施の形態では、送信モジュールの筐体の外部に設けられたコネクタに、
ＥＤＩＤ情報記憶装置に接続されたメタルケーブルのプラグを取り付ける場合を例に説明
したが、送信モジュールの筐体の内部にコネクタを設け、ＥＤＩＤ情報記憶装置及びメタ
ルケーブルを筐体の内部に収容するようにしてもよい。その場合には、送信モジュールの
筐体を開閉可能に構成し、筐体を開いてＥＤＩＤ情報記憶装置に接続されたメタルケーブ
ルのプラグを取り外すことができるように構成しておけばよい。
【００４８】
　また、送信モジュールとして、電気―光変換回路基板が備えられた既存の送信モジュー
ルを用いることができる。この場合には、ＥＤＩＤ情報記憶装置のプラグを、送信モジュ
ールにおけるコネクタに適合するように構成し、ＥＤＩＤ情報記憶装置を送信モジュール
に取り付けることができるようにすればよい。これによって、既存の装置を利用すること
ができるため、安価に構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態に係る信号伝送システムの構成を示す概略図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る送信モジュール及びＥＤＩＤ情報記憶装置の構成を示
す斜視図である。
【符号の説明】
【００５０】
１０　信号伝送システム
１１　信号伝送装置
１２　ホストコンピュータ
１４　送信モジュール
１６　受信モジュール
１８　画像表示装置
２２　電気―光変換回路基板
２６　ＤＤＣ送受信回路
４２　光―電気変換回路基板
４６　ＤＤＣ送受信回路
５６　光ファイバケーブル
６０　コネクタ
６２　メタルケーブル
６４　プラグ
６６　ＥＤＩＤ情報記憶装置



(9) JP 4665605 B2 2011.4.6

【図１】 【図２】



(10) JP 4665605 B2 2011.4.6

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  鈴木　一広
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  森　久佳
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  逆井　一宏
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  岡田　純二
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  舟田　雅夫
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  小関　忍
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  経塚　信也
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  新津　岳洋
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内
(72)発明者  山田　秀則
            神奈川県足柄上郡中井町境４３０　グリーンテクなかい　富士ゼロックス株式会社内

    審査官  後澤　瑞征

(56)参考文献  特開２００１－１９５３４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３５７９９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３４０９１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６３８１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０６０５７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ１０／００－１０／２８
              Ｈ０４Ｊ１４／００－１４／０８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

