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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の伝送速度よりも速い伝送速度での映像データの伝送に用いられる第１の伝送媒体
、及び前記第１の伝送媒体よりも遅い伝送速度での双方向通信に用いられる第２の伝送媒
体と、
　双方向通信を行ってシンク機器の識別情報を取得し、取得した識別情報に応じて映像デ
ータを伝送する映像ソース機器、及び前記映像データを前記シンク機器へ伝送するための
前記第１の伝送媒体が接続されると共に、前記映像ソース機器が前記シンク機器と双方向
通信をするための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光送信器と、
　前記第１の伝送媒体、及び前記第１の伝送媒体を介して受信した前記映像データの出力
先の前記シンク機器が接続されると共に、前記シンク機器が前記映像ソース機器と双方向
通信するための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光受信器と、
　前記光送信器に設けられ、前記光受信器に接続可能な複数種のシンク機器に対して汎用
的に用いられる汎用的識別情報が記憶された記憶手段と、
　前記光送信器に設けられ、前記第２の伝送媒体を介した双方向通信により前記シンク機
器からの前記識別情報の取得の可否を判定する判定手段と、
　前記光送信器に設けられ、前記判定手段により肯定判定されている場合に、前記映像ソ
ース機器を前記シンク機器が接続された前記第２の伝送媒体に接続状態として、前記シン
ク機器に記憶された前記識別情報が前記映像ソース機器に取得されるようにし、前記判定
手段により否定判定されている場合に、前記映像ソース機器を前記シンク機器に擬似的に
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接続状態として、前記シンク機器の前記識別情報として前記記憶手段に記憶された前記汎
用的識別情報が前記映像ソース機器に取得されるようにする取得手段と、
　前記光送信器に設けられ、前記判定手段の判定結果が変化した場合に、予め設定された
時間、前記映像ソース機器が前記シンク機器に非接続状態になるように前記取得手段を制
御する取得制御手段と、
　を含む映像信号伝送装置。
【請求項２】
　所定の伝送速度よりも速い伝送速度での映像データの伝送に用いられる第１の伝送媒体
、及び前記第１の伝送媒体よりも遅い伝送速度での双方向通信に用いられる第２の伝送媒
体と、
　双方向通信を行ってシンク機器の識別情報を取得し、取得した識別情報に応じて映像デ
ータを伝送する映像ソース機器、及び前記映像データを前記シンク機器へ伝送するための
前記第１の伝送媒体が接続されると共に、前記映像ソース機器が前記シンク機器と双方向
通信をするための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光送信器と、
　前記第１の伝送媒体、及び前記第１の伝送媒体を介して受信した前記映像データの出力
先の前記シンク機器が接続されると共に、前記シンク機器が前記映像ソース機器と双方向
通信するための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光受信器と、
　前記光送信器に設けられ、前記光受信器に接続可能な複数種のシンク機器に対して汎用
的に用いられる汎用的識別情報が記憶された記憶手段と、
　前記光受信器に前記シンク機器が接続されているか否かを前記第２の伝送媒体を介して
検出可能な第１の検出手段と、
　前記光送信器と前記光受信器とが前記第２の伝送媒体により接続されているか否かを検
出する第２の検出手段と、
　前記光送信器に設けられ、前記第１及び第２の検出手段の検出結果から前記第２の伝送
媒体を介した双方向通信により前記シンク機器からの前記識別情報の取得が可能である場
合に、前記映像ソース機器を前記シンク機器が接続された前記第２の伝送媒体に接続状態
として、前記シンク機器に記憶された前記識別情報が前記映像ソース機器に取得されるよ
うにし、前記第１及び第２の検出手段の検出結果から前記第２の伝送媒体を介した双方向
通信により前記シンク機器からの前記識別情報の取得が可能でない場合に、前記映像ソー
ス機器を前記シンク機器に擬似的に接続状態として、前記シンク機器の前記識別情報とし
て前記記憶手段に記憶された前記汎用的識別情報が前記映像ソース機器に取得されるよう
にする取得手段と、
　前記光送信器に設けられ、前記第１及び第２の検出手段の検出結果が変化した場合に、
予め設定された時間、前記取得手段により前記映像ソース機器が前記シンク機器に非接続
状態となるように前記第２の検出手段の検出結果の変化を遅延する遅延手段と、
　を含む映像信号伝送装置。
【請求項３】
　前記予め設定された時間が、前記映像ソース機器において、前記双方向通信を再開する
ために必要とする時間である、請求項１又は請求項２記載の映像信号伝送装置。
【請求項４】
　所定の伝送速度よりも速い伝送速度での映像データの伝送に用いられる第１の伝送媒体
、前記第１の伝送媒体よりも遅い伝送速度での双方向通信に用いられる第２の伝送媒体、
双方向通信を行ってシンク機器の識別情報を取得し、取得した識別情報に応じて映像デー
タを伝送する映像ソース機器、及び前記映像データを前記シンク機器へ伝送するための前
記第１の伝送媒体が接続されると共に、前記映像ソース機器が前記シンク機器と双方向通
信をするための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光送信器、並びに前記第１の伝送
媒体、及び前記第１の伝送媒体を介して受信した前記映像データの出力先の前記シンク機
器が接続されると共に、前記シンク機器が前記映像ソース機器と双方向通信するための前
記第２の伝送媒体が接続可能とされた光受信器を含む映像信号伝送装置に設けられるコン
ピュータを、
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　前記第２の伝送媒体を介した双方向通信により前記シンク機器からの前記識別情報の取
得の可否を判定する判定手段と、
　前記判定手段により肯定判定されている場合に、前記映像ソース機器を前記シンク機器
が接続された前記第２の伝送媒体に接続状態として、前記シンク機器に記憶された前記識
別情報が前記映像ソース機器に取得されるようにし、前記判定手段により否定判定されて
いる場合に、前記映像ソース機器を前記シンク機器に擬似的に接続状態として、前記シン
ク機器の前記識別情報として、前記光受信器に接続可能な複数種のシンク機器に対して汎
用的に用いられる汎用的識別情報が記憶された記憶手段から前記汎用的識別情報が前記映
像ソース機器に取得されるようにする取得手段と、
　前記判定手段の判定結果が変化した場合に、予め設定された時間、前記映像ソース機器
が前記シンク機器に非接続状態になるように前記取得手段を制御する取得制御手段と、
　して機能させることを含む信号伝送プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号伝送装置及び信号伝送プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＩ（Digital Visual Interface）や、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Int
erface）といってデジタル映像のシリアルデータ信号は、１Gbps以上の高速信号であるた
め、電気ケーブルではせいぜい１０ｍ程度までした伝送できない。このため、１０ｍ以上
の伝送が必要な場合として、シリアルデータ信号を光変換して、光ファイバーを適用して
いる。光ファイバーを適用する場合、ＰＣ（ビデオカードを含む）等の映像ソース機器と
、表示器等のシンク機器との間に、光ファイバーの両端が接続された光送信器及び光受信
器が必要となる。
【０００３】
　ところで、シリアルデータ信号には、高速の映像信号と、出力媒体であるディスプレイ
の情報（以下、「ＥＤＩＤ」という）やＨＤＣＰ（High-bandwidth Digital Content Pro
tection）という暗号化キーのやりとりに使われるＤＤＣ（Display Data Channel）制御
系信号が含まれている。このＤＤＣ制御系信号は、直流信号或いはせいぜい１００KHzの
低速信号、かつ双方向信号であるため、ＬＡＮ（Local Area Network）ケーブル等のメタ
ルケーブルで伝送することが一般的である。
【０００４】
　すなわち、デジタル映像のシリアルデータ信号は、映像信号とＤＤＣ制御系信号とで、
それぞれ異なる種類のケーブルが併用される。
【０００５】
　なお、ＨＤＣＰとは、デジタル著作権管理技術の一種であり、デジタル方式の画像や映
像コンテンツの出力信号を暗号化することによって不正コピーを防止する機能を持つ。
【０００６】
　また、ＤＤＣとは、表示機器とＰＣの間で各種情報を交換し、それによってＰｎＰ（プ
ラグ・アンド・プレイ）を実現しようとする規格のことである。ＤＤＣでは、ＰＣ（映像
ソース機器）と表示機器（シンク機器）の間で、表示機器の許容解像度や色深度、走査周
波数や製品の型番といった情報をやりとりする。これらの情報によって、表示機器の設定
情報を引き継ぎ、各表示機器の性能に合わせて自動的に設定が行われるようにするもので
ある。
【０００７】
　特許文献１では、光送信器と光受信器とを映像データを一方向送信する光ファイバーで
接続するが、ＤＤＣ制御系信号を取得するために、ＬＡＮケーブル等を用いて光受信器を
介してシンク機器デバイスと接続しなくても、光送信器が映像ソース機器デバイスへ、仮
想的にＤＤＣ制御信号等を直接返信することが提案されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－３２５０８１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記事実を考慮し、映像ソース機器とシンク機器とで、ＤＤＣ制御系信号を送
受信するための専用ケーブルが取り外されているときでも、映像ソース機器からシンク機
器へ、継続して映像信号を送信することができる映像信号伝送装置、及び信号伝送プログ
ラムを得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、所定の伝送速度よりも速い伝送速度での映像データの伝送に
用いられる第１の伝送媒体、及び前記第１の伝送媒体よりも遅い伝送速度での双方向通信
に用いられる第２の伝送媒体と、双方向通信を行ってシンク機器の識別情報を取得し、取
得した識別情報に応じて映像データを伝送する映像ソース機器、及び前記映像データを前
記シンク機器へ伝送するための前記第１の伝送媒体が接続されると共に、前記映像ソース
機器が前記シンク機器と双方向通信をするための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた
光送信器と、前記第１の伝送媒体、及び前記第１の伝送媒体を介して受信した前記映像デ
ータの出力先の前記シンク機器が接続されると共に、前記シンク機器が前記映像ソース機
器と双方向通信するための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光受信器と、前記光送
信器に設けられ、前記光受信器に接続可能な複数種のシンク機器に対して汎用的に用いら
れる汎用的識別情報が記憶された記憶手段と、前記光送信器に設けられ、前記第２の伝送
媒体を介した双方向通信により前記シンク機器からの前記識別情報の取得の可否を判定す
る判定手段と、前記光送信器に設けられ、前記判定手段により肯定判定されている場合に
、前記映像ソース機器を前記シンク機器が接続された前記第２の伝送媒体に接続状態とし
て、前記シンク機器に記憶された前記識別情報が前記映像ソース機器に取得されるように
し、前記判定手段により否定判定されている場合に、前記映像ソース機器を前記シンク機
器に擬似的に接続状態として、前記シンク機器の前記識別情報として前記記憶手段に記憶
された前記汎用的識別情報が前記映像ソース機器に取得されるようにする取得手段と、前
記光送信器に設けられ、前記判定手段の判定結果が変化した場合に、予め設定された時間
、前記映像ソース機器が前記シンク機器に非接続状態になるように前記取得手段を制御す
る取得制御手段と、を含む。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、所定の伝送速度よりも速い伝送速度での映像データの伝送に
用いられる第１の伝送媒体、及び前記第１の伝送媒体よりも遅い伝送速度での双方向通信
に用いられる第２の伝送媒体と、双方向通信を行ってシンク機器の識別情報を取得し、取
得した識別情報に応じて映像データを伝送する映像ソース機器、及び前記映像データを前
記シンク機器へ伝送するための前記第１の伝送媒体が接続されると共に、前記映像ソース
機器が前記シンク機器と双方向通信をするための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた
光送信器と、前記第１の伝送媒体、及び前記第１の伝送媒体を介して受信した前記映像デ
ータの出力先の前記シンク機器が接続されると共に、前記シンク機器が前記映像ソース機
器と双方向通信するための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光受信器と、前記光送
信器に設けられ、前記光受信器に接続可能な複数種のシンク機器に対して汎用的に用いら
れる汎用的識別情報が記憶された記憶手段と、前記光受信器に前記シンク機器が接続され
ているか否かを前記第２の伝送媒体を介して検出可能な第１の検出手段と、前記光送信器
と前記光受信器とが前記第２の伝送媒体により接続されているか否かを検出する第２の検
出手段と、前記光送信器に設けられ、前記第１及び第２の検出手段の検出結果から前記第
２の伝送媒体を介した双方向通信により前記シンク機器からの前記識別情報の取得が可能
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である場合に、前記映像ソース機器を前記シンク機器が接続された前記第２の伝送媒体に
接続状態として、前記シンク機器に記憶された前記識別情報が前記映像ソース機器に取得
されるようにし、前記第１及び第２の検出手段の検出結果から前記第２の伝送媒体を介し
た双方向通信により前記シンク機器からの前記識別情報の取得が可能でない場合に、前記
映像ソース機器を前記シンク機器に擬似的に接続状態として、前記シンク機器の前記識別
情報として前記記憶手段に記憶された前記汎用的識別情報が前記映像ソース機器に取得さ
れるようにする取得手段と、前記光送信器に設けられ、前記第１及び第２の検出手段の検
出結果が変化した場合に、予め設定された時間、前記取得手段により前記映像ソース機器
が前記シンク機器に非接続状態となるように前記第２の検出手段の検出結果の変化を遅延
する遅延手段と、を含む。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、前記請求項１又は請求項２に記載の発明において、前記予め
設定された時間が、前記映像ソース機器において、前記双方向通信を再開するために必要
とする時間としている。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、所定の伝送速度よりも速い伝送速度での映像データの伝送に
用いられる第１の伝送媒体、前記第１の伝送媒体よりも遅い伝送速度での双方向通信に用
いられる第２の伝送媒体、双方向通信を行ってシンク機器の識別情報を取得し、取得した
識別情報に応じて映像データを伝送する映像ソース機器、及び前記映像データを前記シン
ク機器へ伝送するための前記第１の伝送媒体が接続されると共に、前記映像ソース機器が
前記シンク機器と双方向通信をするための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光送信
器、並びに前記第１の伝送媒体、及び前記第１の伝送媒体を介して受信した前記映像デー
タの出力先の前記シンク機器が接続されると共に、前記シンク機器が前記映像ソース機器
と双方向通信するための前記第２の伝送媒体が接続可能とされた光受信器を含む映像信号
伝送装置に設けられるコンピュータを、前記第２の伝送媒体を介した双方向通信により前
記シンク機器からの前記識別情報の取得の可否を判定する判定手段と、前記判定手段によ
り肯定判定されている場合に、前記映像ソース機器を前記シンク機器が接続された前記第
２の伝送媒体に接続状態として、前記シンク機器に記憶された前記識別情報が前記映像ソ
ース機器に取得されるようにし、前記判定手段により否定判定されている場合に、前記映
像ソース機器を前記シンク機器に擬似的に接続状態として、前記シンク機器の前記識別情
報として、前記光受信器に接続可能な複数種のシンク機器に対して汎用的に用いられる汎
用的識別情報が記憶された記憶手段から前記汎用的識別情報が前記映像ソース機器に取得
されるようにする取得手段と、前記判定手段の判定結果が変化した場合に、予め設定され
た時間、前記映像ソース機器が前記シンク機器に非接続状態になるように前記取得手段を
制御する取得制御手段と、して機能させることを含む信号伝送プログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、映像ソース機器とシンク機器との間で双方向通信するための第２の伝
送媒体の接続状態の変化にかかわらず、映像ソース機器からシンク機器へ、継続して映像
データを伝送することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施の形態に係る映像信号伝送システムの全体構成図である。
【図２】本実施の形態に係る映像信号伝送システムにおける電気的接続状態を示す機能ブ
ロック図である。
【図３】本実施の形態に係る光送信器のケーブル接続回路、アドレス設定回路、遅延回路
で実行される、ＬＡＮケーブル接続状態監視制御の流れを示すフローチャートである。
【図４】変形例に係る映像信号伝送システムにおける電気的接続状態を示す機能ブロック
図（遅延回路無し）である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　図１には、本実施の形態に係る映像信号伝送システムの全体構成が示されている。
【００２０】
　映像信号伝送システムでは、映像ソース機器として適用可能なホストコンピュータ１０
と、シンク機器として適用可能な表示装置１２とが、映像信号を光通信するための映像信
号伝送装置１４を介して接続された構成となっている。
【００２１】
　映像信号伝送装置１４は、光送信器１６と、光受信器１８と、この光送信器１６及び光
受信器１８間に介在される光ファイバーケーブル２０とを備えている。
【００２２】
　光ファイバーケーブル２０は、ＤＶＩ映像信号である各色とクロック（Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｃ
ＬＫ）の光ファイバーハーネス２２を備え、この光ファイバーハーネス２２の両端部が束
ねられて光ファイバーコネクタ２４が接続されている。光ファイバーコネクタ２４は、そ
れぞれ、前記光送信器１６の光送信インターフェイス２６、及び光受信器１８の光受信イ
ンターフェイス２８に接続されている。
【００２３】
　光送信器１６は、ホストコンピュータ１０から例えばＤＶＩ或いはＨＤＭＩ等のデジタ
ル映像のシリアルデータ信号を受け付けるためのインターフェイス３０を備えており、一
方、ホストコンピュータ１０は、前記デジタル映像のシリアルデータ信号を送出するため
のインターフェイス３２を備えている。このため、当該ホストコピュータ１０と光送信器
１６とは、ＤＶＩ又はＨＤＭＩ専用の接続ケーブル３４の両端に設けられたコネクタ３６
が前記ホストコンピュータ１０のインターフェイス３２及び前記光送信器１６のインター
フェイス３０に接続されることで、電気的に接続状態とされている。
【００２４】
　また、光受信器１８は、ＤＶＩ或いはＨＤＭＩ等のデジタル映像のシリアルデータ信号
を表示装置１２へ送出するためのインターフェイス３８を備えており、一方、表示装置１
２は、前記デジタル映像のシリアルデータ信号を受け付けるためのインターフェイス４０
を備えている。このため、当該光受信器１８と表示装置１２とは、ＤＶＩ又はＨＤＭＩ専
用の接続ケーブル４２の両端に設けられたコネクタ４４が前記光受信器１８のインターフ
ェイス３８及び前記表示装置１２のインターフェイス４０に接続されることで、電気的に
接続状態とされている。
【００２５】
　ここで、ＤＶＩやＨＤＭＩ等のデジタル映像のシリアルデータ信号は、映像信号に加え
、ＤＤＣ制御系信号が含まれている。
【００２６】
　ＤＤＣ制御系信号とは、ホストコンピュータ１０と表示装置１２との間で情報を送受信
し、それによってＰｎＰ（プラグ・アンド・プレイ）を実現しようとする規格のことであ
る。ＤＤＣ制御系信号の通信（以下、「ＤＤＣ通信」という）では、ホストコンピュータ
１０と表示装置１２との間で、表示装置１２の許容解像度や色深度、走査周波数や製品の
型番といった情報をやりとりする。これらの情報によって、光受信器１８に接続される表
示装置１２の性能、仕様に合わせて自動的に設定が行われるようにするものである。
【００２７】
　光送信器１６は、前記光ファイバーケーブル２０を介して光受信器１８に対して、一方
向通信で映像信号のみを送信している。光ファイバーを用いた光通信は、１Ｇｂｐｓ以上
の高速信号を１０ｍ以上の伝送距離が必要な場合に有利となっている。言い換えれば、１
Ｇｂｐｓ以上の高速信号は、メタルケーブルで送信するには１０ｍが限度である。本実施
の形態では、特に映像信号に限り、光ファイバーによる光通信を行っている。
【００２８】
　これに対して、ＤＤＣ制御信号は、１００ｋＨｚ程度であり、比較的（映像信号の伝送
に比べて）低速信号であり、かつ双方向通信が必要である。このため、本実施の形態では
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、ＤＤＣ制御信号は、前記光ファイバーケーブル２０より安価であり、メタルケーブルと
して適用可能なＬＡＮケーブル４６を用いて双方向通信を行うようにしている。
【００２９】
　すなわち、図１に示される如く、光送信器１６及び光受信器１８には、ＬＡＮケーブル
４６の端部にそれぞれ接続されたコネクタ４８が接続可能なＬＡＮ用インターフェイス５
０、５２が設けられている。
【００３０】
　図２は、図１に示した映像信号伝送システムにおける電気的接続状態を示す機能ブロッ
ク図である。
【００３１】
　（映像信号伝送系）
　光送信器１６のインターフェイス３０には、４個のレーザドライバ１００がそれぞれ接
続されている。４個のレーザドライバ１００には、それぞれホストコンピュータ１０から
のＤＶＩ映像信号（Ｒ，Ｇ，Ｂ，ＣＬＫ）が入力されるようになっている。
【００３２】
　４個のレーザドライバ１００には、それぞれレーザダイオード１０２が接続されている
。レーザダイオード１０２は、レーザドライバ１００からの発光制御信号に基づいて、発
光又は消灯する。すなわち、レーザドライバ１００に入力される映像信号に基づいて、発
光制御される。
【００３３】
　レーザダイオード１０２にはそれぞれ独立した光ファイバー１０４の一端が接続されて
いる。この光ファイバー１０４の他端は、光送信インターフェイス２６において束ねられ
ている。光送信インターフェイス２６には、光ファイバーケーブル２０の一方の光ファイ
バーコネクタ２４が接続されている。光送信インターフェイス２６では、レーザダイオー
ド１０２に接続された光ファイバー１０４と、前記光ファイバーケーブル２０を構成する
光ファイバーとを実質的に同軸とする役目を有している。なお、「実質的」とは、レーザ
ダイオード１０２の発光光が光ファイバーケーブル２０に伝達可能であれば、物理的に同
軸でなくてもよく、光学的に同軸であってよいことを意味する。
【００３４】
　前記光ファイバーケーブル２０における、他方の光ファイバーコネクタ２４は、光受信
器１８の光受信インターフェイス２８に接続されている。光受信インターフェイス２８は
、前記光送信インターフェイス２６と同等の役目を有している。すなわち、光受信器１８
には、４個のフォトダイオード１０６が設けられ、それぞれ光ファイバー１０８の一端が
接続されている。前記光ファイバーケーブル２０における４本の光ファイバーの端面は、
一端が前記フォトダイオード１０６に接続された光ファイバー１０８の他端面と実質的に
同軸とされ、光通信情報（光変換された映像信号）を受け渡すようになっている。なお、
「実質的」とは、光ファイバーケーブル２０側の光ファイバーの発光光が光受信器１８側
の光ファイバー１０８に伝達可能であれば、物理的に同軸でなくてもよく、光学的に同軸
であってよいことを意味する。
【００３５】
　４個のフォトダイオード１０６は、それぞれアンプ１１０が接続されている。アンプ１
１０では、前記フォトダイオード１０６で受光して変換された電気信号が増幅され、ＤＶ
Ｉ映像信号（Ｒ，Ｇ，Ｂ，ＣＬＫ）へ変換され、インターフェイス３８を介して表示装置
１２へ送出されるようになっている。
【００３６】
　（ＤＤＣ通信制御）
　ホストコンピュータ１０によるＤＤＣ通信制御は、後述するＨＰＤ判定において、表示
装置１２が接続されていることを認識すると実行されるようになっている。
【００３７】
　光送信器１６のインターフェイス３０には、ＤＤＣ－ＣＬＫ／ＤＡＴＡバッファ回路（
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以下、単に「バッファ回路」という）１１２が接続されている。
【００３８】
　バッファ回路１１２は、ＬＡＮ用インターフェイス５０、５２、並びにＬＡＮケーブル
４６を介して光受信器１８のバッファ回路１１４に接続されている。
【００３９】
　ホストコンピュータ１０では、ＤＤＣ通信制御に際して、表示装置１２内の記憶領域（
図示省略）に記憶された表示装置識別符号（以下、「ＥＤＩＤ」という）を取得するべく
、前記表示装置１２の記憶領域を特定するアドレスを出力する。
【００４０】
　光送信器１６側のバッファ回路１１２では、このアドレスに基づいて、光受信器１８側
のバッファ回路１１４を介して表示装置１２の記憶領域にアクセスして、ＥＤＩＤを取得
する。光送信器１６側のバッファ回路１１２で取得したＥＤＩＤは、ホストコンピュータ
１０へ送出される。ホストコンピュータ１０では、この取得したＥＤＩＤに基づいて、映
像信号の補正等の処理が実行されるようになっている。
【００４１】
　ところで、本実施の形態では、ＬＡＮケーブル４６が接続されていない場合でも映像信
号を伝送する仕組みを構築している。
【００４２】
　しかしながら、ＬＡＮケーブル４６が接続されていないと、ＤＤＣ通信制御ができない
状況となる。そこで、本実施の形態では、光送信器１６側に仮想ＥＤＩＤを記憶するＥＤ
ＩＤ記憶部１１６を設け、ＬＡＮケーブル４６が接続されている状態では、現実に接続さ
れている表示装置１２からＥＤＩＤを取得する形態（以下、「第１の形態」という）と、
ＬＡＮケーブル４６が接続されていない状態では、ＥＤＩＤ記憶部１１６から仮想ＥＤＩ
Ｄを取得する形態（以下、「第２の形態」という）の選択的に実行するようにした。
【００４３】
　この第１の形態又は第２の形態の選択のため、光送信器１６には、ケーブル接続検出回
路１１８が設けられている。
【００４４】
　ケーブル接続検出回路１１８は、ＬＡＮ用インターフェイス５０、５２、並びにＬＡＮ
ケーブル４６を介して光受信器１８のケーブル接続信号送出回路１２０に接続されている
。
【００４５】
　ケーブル接続信号送出回路１２０は、例えば、単純なループ回路が形成されており、ケ
ーブル接続検出回路１１８では、当該ケーブル接続検出回路１１８から印加される電圧が
維持されて戻ってくるか否かで、ＬＡＮケーブル４６の接続状態を判定している。
【００４６】
　ケーブル接続信号検出回路１１８は、アドレス設定回路１２２に接続されている。この
アドレス設定回路１２２は、前記ＥＤＩＤ記憶部１１６に接続されており、当該ＥＤＩＤ
記憶部１１６に対して、表示装置１２の記憶領域と同等のアドレスを設定する役目を有し
ている。
【００４７】
　すなわち、ケーブル接続検出回路１１８では、アドレス設定回路１２２に対して、ＬＡ
Ｎケーブル４６が接続されている場合はＨ（ハイレベル）信号を出力し、ＬＡＮケーブル
４６が接続されていない場合はＬ（ローレベル）信号を出力する。
【００４８】
　アドレス設定回路１２２は、ケーブル接続検出回路１１８からＨ信号を受けると、ＥＤ
ＩＤ記憶部１１６に対してアドレスを設定しない（第１の形態の実行）。一方、ケーブル
接続検出回路１１８からＬ信号を受けると、ＥＤＩＤ記憶部１１６に対してアドレスを設
定する（第２の形態の実行）。
【００４９】
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　ＥＤＩＤ記憶部１１６にアドレスが設定されている場合、当然ＬＡＮケーブル４６が接
続されていない状態であり、ホストコンピュータ１０では、ＤＤＣ通信制御に際して、ア
ドレスを通知すると、このアドレスにより、ＥＤＩＤ記憶部１１６から仮想的ＥＤＩＤを
取得するようになっている。
【００５０】
　（ＨＰＤ判定制御）
　光送信器１６のインターフェイス３０には、ＨＰＤ設定回路１２４が接続されている。
ＨＰＤ設定回路１２４は、表示装置１２が接続されているか否かを、ホストコンピュータ
１０へ通知する役目を有している。より具体的には、表示装置１２が接続されている場合
とされていない場合とで、異なる二値信号を出力するようになっている（例えば、表示装
置接続→Ｈ信号、表示装置未接続→Ｌ信号）。
【００５１】
　このＨＰＤ信号において、表示装置１２が接続されていることを認識すると、ホストコ
ンピュータ１０では、前述したＤＤＣ通信制御が実行されるようになっている。
【００５２】
　なお、本実施の形態では、ＬＡＮケーブル４６が接続されていない場合においても、こ
のＨＰＤ設定回路１２４において、ホストコンピュータ１０に対して表示装置１２が接続
されていることを疑似的に通知する制御が実行されるようになっている。すなわち、前述
した第１の形態と、第２の接続形態と、の併用を実現するためである。
【００５３】
　このため、ＨＰＤ設定回路１２４は、ＨＰＤ検出回路１２６と、遅延回路１２８を介し
て前記ケーブル接続検出回路１１８が接続されている。なお、遅延回路１２８については
後述する。
【００５４】
　（第１の形態）
　ＨＰＤ検出回路１２６は、ＬＡＮ用インターフェイス５０、５２、並びにＬＡＮケーブ
ル４６を介して光受信器１８のＨＰＤ検出送信回路１３０に接続されている。ＨＰＤ検出
送信回路１３０は、例えば、表示装置１２が接続されている場合に、前記ＨＰＤ検出回路
１２６へ５Ｖ（Ｈ信号）の検出信号を出力し、表示装置１２が接続されていない場合に、
前記ＨＰＤ検出回路１２６へ０Ｖ（Ｌ信号）の検出信号を出力する。この信号は、ＨＰＤ
設定回路１２４に送出され、ＨＰＤ設定回路１２４では、前記ケーブル接続検出回路１１
８からの信号が、ＬＡＮケーブル接続状態を示す信号（後述する「Ｈ信号」）の場合、ホ
ストコンピュータ１０へ表示装置１２が接続されていることを示す信号を送出する。
【００５５】
　この結果、ホストコンピュータ１０では、このＨＰＤ設定回路１２４からの信号により
、表示装置１２の接続状態の有無を認識し、ＤＤＣ通信制御を実行する。
【００５６】
　（第２の形態）
　一方、前記ＨＰＤ設定回路１２４では、前記ケーブル接続検出回路１１８からの信号が
、ＬＡＮケーブル未接続状態を示す信号（「Ｌ信号」）の場合、ＨＰＤ信号をＨ信号（疑
似的な信号）に変換して、ホストコンピュータ１０へ送出する。ホストコンピュータ１０
では、このＨＰＤ設定回路１２４からの信号により、表示装置１２の接続状態の有無を認
識し、ＤＤＣ通信制御を実行する。すなわち、第２の形態は、疑似的なＨＰＤ信号を送出
することで、ＬＡＮケーブル４６が接続されていないときでも、表示装置１２が接続され
ているように見せかけることで、ホストコンピュータ１０に対してＤＤＣ通信制御を実行
させている。
【００５７】
　（遅延回路の機能）
　ここで、前述したように、ＨＰＤ設定回路１２４とケーブル接続検出回路１１８との間
には、遅延回路１２８が介在されている。この遅延回路１２８は、具体的には、１５０ｍ
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る。
【００５８】
　この結果、ＨＰＤ設定回路１２４には、ＬＡＮケーブル４６が接続状態から外された時
点を起点として（或いは、未接続状態から接続された時点を起点として）、１５０ｍｓｅ
ｃ後にＨ信号がＬ信号に切り替わるようになっている。
【００５９】
　これは、ホストコンピュータ１０の電源投入時等の初期設定時であれば、ＬＡＮケーブ
ル４６の接続の真偽に関わらず、ＤＤＣ通信制御を実行するが、ホストコンピュータ１０
の稼働中（例えば、映像信号送出中等）にＬＡＮケーブル４６が接続状態から外された場
合、ケーブル接続検出回路１１８からの信号で、真のＨＰＤ信号（Ｈ信号）から偽のＨＰ
Ｄ信号（Ｈ信号）への切り替わりが瞬間的（例えば、１００ｍｓｅｃ以下）に実行される
ことになる。
【００６０】
　一方、ホストコンピュータ１０では、ＤＤＣ通信制御の実行には、ＨＰＤ信号のＬ信号
の検出期間が、例えば、１００ｍｓｅｃ以上必要であるため、ＬＡＮケーブル４６が取り
外されたときには、ＤＤＣ通信制御の実行（再実行）ができないことになる。
【００６１】
　そこで、遅延回路１２８によって、意図的にＬＡＮケーブル４６の未接続状態を１５０
ｍｓｅｃ以上生成することで、ＤＤＣ通信制御の実行を確実としている。
【００６２】
　なお、上記では、ＬＡＮケーブル４６が接続状態で稼働中（映像信号送出中）に、ＬＡ
Ｎケーブル４６が取り外された場合について示しているが、その逆も同様である。すなわ
ち、ＬＡＮケーブル４６が未接続状態で稼働中（映像信号送出中）に、ＬＡＮケーブル４
６が接続された場合も同様に、ＨＰＤ設定回路１２４からホストコンピュータ１０へ送る
信号を、一時的（１５０ｍｓｅｃ）にＬ信号状態とすればよい。
【００６３】
　表１は、ＬＡＮケーブル４６の接続状態、並びに表示装置１２の接続状態に基づく、ケ
ーブル接続検出回路１１８の出力（ＬＡＮケーブル検出）、ＨＰＤ検出回路１２６の出力
（ＨＰＤ検出）、ＨＰＤ設定回路１２４の出力（ＨＰＤ出力）の状態を示したものである
。
【００６４】
　表１において、「未検出（Ｌ）」とは、ＬＡＮケーブル４６が接続されていないため、
ＨＰＤ送信回路１３０からＨＰＤ検出回路１２６への通信系が断たれ、結果として未検出
信号（Ｌ信号）となることを示す。
【００６５】
　また、表１において、「疑似Ｈ」とは、本来は、Ｌ信号であるが、前記第２の形態の実
現のために、ＨＰＤ設定回路１２４からホストコンピュータ１０ヘ疑似的にＨ信号を出力
することを示す。
【００６６】
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【表１】

【００６７】
　この表１において、（ａ）の状態から（ｄ）の状態に遷移するとき、すなわちＬＡＮケ
ーブル４６が接続されている状態から取り外されると、ＨＰＤ設定回路１２４では、ホス
トコンピュータ１０に対して、一時的（１５０ｍｓｅｃの期間）にＬ信号を出力してから
疑似Ｈ信号を出力する。これにより、ＤＤＣ通信制御が実行される。
【００６８】
　一方、表１において、（ｄ）の状態から（ａ）の状態に遷移するとき、すなわちＬＡＮ
ケーブル４６が接続されていない状態から接続されると、ＨＰＤ設定回路１２４では、ホ
ストコンピュータ１０に対して、一時的（１５０ｍｓｅｃの期間）にＬ信号を出力してか
らＨ信号を出力する。これにより、ＤＤＣ通信制御が実行される。
【００６９】
　以下に本実施の形態の作用を説明する。
【００７０】
　まず、電源投入時、かつ光ファイバーケーブル２０及びＬＡＮケーブル４６が接続状態
である場合の映像信号伝送処理の流れについて説明する。
【００７１】
　ホストコンピュータ１０、光送信器１６、光受信器１８、及び表示装置１２の全てに電
源が投入されると、ホストコンピュータ１０は、光送信器１６のＨＰＤ設定回路１２４か
らＨＰＤ検出信号を受け取り、表示装置１２の接続状態を確認する。
【００７２】
　表示装置１２が接続されていることが確認されると、ホストコンピュータ１０は、光送
信器１６のバッファ回路１１２を介して、表示装置１２のＥＤＩＤを取得するためのＤＤ
Ｃ通信制御を実行する。
【００７３】
　表示装置１２は、ＥＤＩＤ情報を取得するための制御信号を受信すると、ＥＤＩＤ情報
を示す信号を出力し、ホストコンピュータ１０は、バッファ回路１１４、ＬＡＮケーブル
４６、バッファ回路１１２を介して、ＥＤＩＤ情報を取得する。
【００７４】
　そして、ホストコンピュータ１２は、ＥＤＩＤを取得すると、当該ＥＤＩＤに基づいて
、表示装置１２の機種名や設定値を認識し、画像情報に基づいて、表示装置１２の仕様に
あった映像信号を生成し、出力する。この映像信号は、光ファイバーケーブル２０を介し
て光送信器１６から光受信器１８へ伝送される。
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【００７５】
　そして、光受信器１８では、フォトダイオード１０６で受光した光信号が電気信号に変
換され、表示装置１２へ出力され、画像が表示される。
【００７６】
　ここで、本実施の形態では、映像信号は光ファイバー２０を用いて伝送し、ＤＤＣ制御
信号は、ＬＡＮケーブル４６を用いて実行しているが、このＬＡＮケーブル４６が接続さ
れていなくても、映像信号を光ファイバー２０によって伝送を可能としている。
【００７７】
　図３は、本実施の形態に係る光送信器１６における、ケーブル接続回路１１８、アドレ
ス設定回路１２２、遅延回路１２８を主体とした、光送信器電源オン時に起動するＬＡＮ
ケーブル接続状態監視制御の流れを示したものである。
【００７８】
　ステップ１５０では、初期リセットを行い、次いでステップ１５２において、ケーブル
接続検出回路１１８が、ケーブル接続信号送出回路１２０からの信号を取得する。
【００７９】
　ステップ１５４では、ケーブル接続検出回路１１８が検出した信号が、接続を示すＨ信
号か、未接続を示すＬ信号かを判定する。判定結果は、アドレス設定部１２２へ通知され
る。
【００８０】
　アドレス設定部１２２では、通知を受けた信号がＬ信号の場合は、ステップ１５６にお
いて、光送信器１６に設けられたＥＤＩＤ記憶部１１６に、表示装置１２のＥＤＩＤ記憶
領域のアドレスを設定し、ステップ１５８へ移行する。また、ステップ１５４で、アドレ
ス設定部１２２では、通知を受けた信号がＨ信号の場合は、ステップ１５８へ移行する。
【００８１】
　これにより、ホストコンピュータ１０では、ＬＡＮケーブル４６が接続されていようが
、接続されていまいが、前述のように、ＥＤＩＤの取得が可能となる。
【００８２】
　ステップ１５８では、ケーブル接続検出回路１１８の監視の下、接続状態に変化があっ
たか否かが判断される。
【００８３】
　ここで、接続状態に変化があると、ステップ１５８からステップ１６０へ移行して、接
続状態の変化が、Ｈ→Ｌ（ＬＡＮケーブル４６の接続状態から取り外された変化）か、Ｌ
→Ｈ（ＬＡＮケーブル４６の未接続状態から接続された変化）かを判定する。
【００８４】
　ステップ１６０で、Ｈ→Ｌと判定された場合は、ステップ１６２へ移行してＥＤＩＤ記
憶部１１６に表示装置１２のＥＤＩＤ記憶領域のアドレスを設定して、ステップ１６６へ
移行する。一方、ステップ１６０で、Ｌ→Ｈと判定された場合は、ステップ１６４へ移行
してＥＤＩＤ記憶部１１６に設定した表示装置１２のＥＤＩＤ記憶領域のアドレスを取り
消し、ステップ１６６へ移行する。
【００８５】
　次のステップ１６６では、遅延回路１２８において、１５０ｍｓｅｃの間、ステップ１
６２又はステップ１６４で設定した状態を待機させ、その後、ステップ１６８へ移行して
ＨＰＤ設定回路１２４へ接続状態が変化したことを通知する。
【００８６】
　ホストコンピュータ１０では、１００ｍｓｅｃ以上、ＨＰＤ設定回路１２４からの信号
がＬ信号となると、再度ＤＤＣ通信制御が実行される。
【００８７】
　ＨＰＤ設定回路１２４では、ＬＡＮケーブル４６が接続状態から取り外されたとき、前
記表１の（ａ）の状態から（ｄ）の状態となる。このとき、まず、一旦Ｌ信号となり、１
５０ｍｓｅｃだけ遅れて疑似Ｈ信号が出力されるため、ホストコンピュータ１０は、ＤＤ
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Ｃ通信制御の機会を得ることになる。
【００８８】
　また、ＨＰＤ設定回路１２４では、ＬＡＮケーブル４６が未接続状態から接続されたと
き、前記表１の（ｄ）の状態から（ａ）の状態となる。このとき、接続されたことが１５
０ｍｓｅｃだけ遅れてＨＰＤ設定回路に通知されるため、ＨＰＤ設定回路１２４では、Ｌ
ＡＮケーブル４６の未接続（Ｌ信号）、ＨＰＤ検出回路１２６から表示装置検出（Ｈ信号
）という、現実にはあり得ない（表１に存在しない）組み合わせとなるため、ＨＰＤ設定
回路１２４の出力は、無信号状態（Ｌ信号と同等）となり、１５０ｍｓｅｃだけ遅れて、
表１の（ａ）の状態となってＨ信号が出力されるため、ホストコンピュータ１０は、ＤＤ
Ｃ通信制御の機会を得ることになる。なお、このＬＡＮケーブル４６が未接続状態から接
続されたときの対応において、ＨＰＤ設定回路１２４とＨＰＤ検出回路１２６との間に別
途、遅延回路を設けるようにしてもよい。
【００８９】
　なお、本実施の形態では、ＬＡＮケーブル４６の接続状態監視制御のためのフローチャ
ートを示したが、ケーブル接続回路１１８、アドレス設定回路１２２、遅延回路１２８は
電気回路であり、ソフトプログラムによって動作するものではない。言い換えれば、処理
の流れを明確とするためにフローチャートとして示した。
【００９０】
　逆に、上記回路の動作に代えて、ＣＰＵ、ＲＡＭ，ＲＯＭ，バスによるコンピュータの
ハード構成の下、ソフトプログラムでＬＡＮケーブル４６の接続状態監視制御を実行させ
るようにしてもよい。
【００９１】
　なお、本実施の形態では、遅延回路１２８を設け、電源投入後（ＤＤＣ通信制御実行後
）にＬＡＮケーブル４６の接続状態が変化した場合に対応するようにしたが、電源投入後
に、ＬＡＮケーブル４６の接続状態が変化しない前提であれば、遅延回路１２８は不要で
ある。
【００９２】
　図４は、この遅延回路１２８が存在しない場合の映像信号伝送システムにおける電気的
接続状態を示す機能ブロック図を示す。なお、図２と異なる構成は、遅延回路１２８の有
無のみであるため、同一の符号を付して、その構成の説明は省略する。
【符号の説明】
【００９３】
　　１０　　ホストコンピュータ
　　１２　　表示装置
　　１４　　映像信号伝送装置
　　１６　　光送信器
　　１８　　光受信器
　　２０　　光ファイバーケーブル
　　２２　　光ファイバーハーネス
　　２４　　光ファイバーコネクタ
　　２６　　光送信インターフェイス
　　２８　　光受信インターフェイス
　　３０　　インターフェイス
　　３２　　インターフェイス
　　３４　　接続ケーブル
　　３６　　コネクタ
　　３８　　インターフェイス
　　４０　　インターフェイス
　　４２　　接続ケーブル
　　４４　　コネクタ
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　　４６　　ＬＡＮケーブル
　　４８　　コネクタ
　　５０，５２　　ＬＡＮ用インターフェイス
　　１００　　レーザドライバ
　　１０２　　レーザダイオード
　　１０４　　光ファイバー
　　１０６　　フォトダイオード
　　１０８　　光ファイバー
　　１１０　　アンプ
　　１１２　　ＤＤＣ－ＣＬＫ／ＤＡＴＡバッファ回路（バッファ回路）
　　１１４　　バッファ回路
　　１１６」　　ＥＤＩＤ記憶部
　　１１８　　ケーブル接続検出回路
　　１２０　　ケーブル接続信号送出回路
　　１２２　　アドレス設定回路
　　１２４　　ＨＰＤ設定回路
　　１２６　　ＨＰＤ検出回路
　　１２８　　遅延回路
　　１３０　　ＨＰＤ検出送信回路

【図１】 【図２】
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