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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ケーブルであって、
　入力コネクタであって、
　　データソースに接続することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第１のセットを受信することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第２のセットを受信することと、
　　データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第３のセットを提供する
ことと
　を行うように構成される、入力コネクタと、
　出力コネクタであって、
　　前記データ受信装置に接続することと、
　　前記データ受信装置に前記電気データ信号の第１のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置に前記電気データ信号の第２のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置から前記電気データ信号の第３のセットを受信することと
　を行うように構成される、出力コネクタと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の電気ワイヤと、
　前記電気データ信号の第１のセットを、それぞれ、前記光ファイバを経由して、前記出
力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第１の回路と、
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　前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気データ信号の第１のセッ
トに逆コンバートするように構成される第２の回路と、
　第１の信号調整を、それぞれ、前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の
第２のセットに適用するように構成される第３の回路と、
　第２の信号調整を、それぞれ、前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の
第３のセットに適用するように構成される第４の回路と、
　を備え、
　前記第３の回路、前記第４の回路は、前記通信ケーブルの長さに基づいて、それぞれ、
前記電気データ信号の第２のセットに適用される前記第１の信号調整、前記電気データ信
号の第３のセットに適用される前記第２の信号調整を最適化するように構成される、通信
ケーブル。
【請求項２】
　前記第１の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入される前記電気データ信号
の第２のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項１に記載の通信ケーブル
。
【請求項３】
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項２に記載の通信ケーブ
ル。
【請求項４】
　前記第１の信号調整は、前記電気データ信号の第２のセットの増幅と、バッファリング
と、等化とのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、請求項１に記載の通信ケーブル。
【請求項５】
　前記第２の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入される前記電気データ信号
の第３のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項１に記載の通信ケーブル
。
【請求項６】
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項５に記載の通信ケーブ
ル。
【請求項７】
　前記第２の信号調整は、前記電気データ信号の第３のセットの増幅と、バッファリング
と、等化とのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、請求項１に記載の通信ケーブル。
【請求項８】
　前記第３の回路は、それぞれ、前記ワイヤを経由しての前記出力コネクタへの伝送に先
立って、第３の信号調整を前記電気データ信号の第２のセットに適用するように構成され
る、請求項１に記載の通信ケーブル。
【請求項９】
　前記第３の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入されるべき前記電気データ
信号の第２のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項８に記載の通信ケー
ブル。
【請求項１０】
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項９に記載の通信ケーブ
ル。
【請求項１１】
　前記第３の信号調整は、前記電気データ信号の第２のセットの増幅と、プリエンファシ
スとのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、請求項８に記載の通信ケーブル。
【請求項１２】
　前記第４の回路は、それぞれ、前記ワイヤを経由しての前記入力コネクタへの伝送に先
立って、第３の信号調整を前記電気データ信号の第３のセットに適用するように構成され
る、請求項１に記載の通信ケーブル。
【請求項１３】
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　前記第３の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入されるべき前記電気データ
信号の第３のセットへの悪影響を補償するように構成される、請求項１２に記載の通信ケ
ーブル。
【請求項１４】
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、請求項１３に記載の通信ケー
ブル。
【請求項１５】
　前記第３の信号調整は、前記電気データ信号の第３のセットの増幅と、プリエンファシ
スとのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、請求項１２に記載の通信ケーブル。
【請求項１６】
　前記電気データ信号の第１のセット、第２のセット、および第３のセットは、ＨＤＭＩ
（登録商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩプロトコルに準拠する、請求項１
に記載の通信ケーブル。
【請求項１７】
　通信ケーブルであって、
　入力コネクタであって、
　　データソースに接続することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第１のセットを受信することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第２のセットを受信することと、
　　データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第３のセットを提供する
ことと
　を行うように構成される、入力コネクタと、
　出力コネクタであって、
　　前記データ受信装置に接続することと、
　　前記データ受信装置に前記電気信号の第１のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置に前記電気信号の第２のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置から前記電気データ信号の第３のセットを受信することと
　を行うように構成される、出力コネクタと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される１つまたはそれを上回る光ファイバ
と、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される１つまたはそれを上回る電気ワイヤ
と、
　前記電気データ信号の第１のセットを、１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由
して、前記出力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第１
の回路と、
　１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気
信号の第１のセットに逆コンバートするように構成される第２の回路と、
　第１の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気
データ信号の第２のセットに適用するように構成される第３の回路と、
　第２の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気
データ信号の第３のセットに適用するように構成される第４の回路と、
　を備え、
　前記第３の回路、前記第４の回路は、前記通信ケーブルの長さに基づいて、それぞれ、
前記電気データ信号の第２のセットに適用される前記第１の信号調整、前記電気データ信
号の第３のセットに適用される前記第２の信号調整を最適化するように構成される、通信
ケーブル。
【請求項１８】
　前記電気データ信号の第１のセット、第２のセット、および第３のセットは、ＨＤＭＩ
（登録商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩプロトコルに準拠する、請求項１
７に記載の通信ケーブル。
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【請求項１９】
　通信ケーブルであって、
　入力コネクタであって、
　　データソースに接続することと、
　　前記データソースから並列電気データ信号の第１のセットを受信することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第２のセットを受信することと、
　　データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第３のセットを提供する
ことと
　を行うように構成される、入力コネクタと、
　出力コネクタであって、
　　前記データ受信装置に接続することと、
　　前記データ受信装置に前記並列電気データ信号の第１のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置に前記電気データ信号の第２のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置から前記電気データ信号の第３のセットを受信することと
　を行うように構成される、出力コネクタと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバであって、光ファ
イバの数が、前記第１のセットの並列電気データ信号の数未満である、光ファイバと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される１つまたはそれを上回る電気ワイヤ
と、
　前記電気データ信号の第１のセットを、１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由
して、前記出力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第１
の回路と、
　１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気
データ信号の第１のセットに逆コンバートするように構成される第２の回路と、
　第１の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気
データ信号の第２のセットに適用するように構成される第３の回路と、
第２の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気デ
ータ信号の第３のセットに適用するように構成される第４の回路と、
　を備え、
　前記第３の回路、前記第４の回路は、前記通信ケーブルの長さに基づいて、それぞれ、
前記電気データ信号の第２のセットに適用される前記第１の信号調整、前記電気データ信
号の第３のセットに適用される前記第２の信号調整を最適化するように構成される、通信
ケーブル。
【請求項２０】
　前記電気信号の第１のセット、第２のセット、および第３のセットは、ＨＤＭＩ（登録
商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩプロトコルに準拠する、請求項１９に記
載の通信ケーブル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、“Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃａｂｌｅ　ＩＣ，”
と題され、２０１３年７月３日に出願された、仮出願第６１／８４２，８９０号、および
、“Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｂｕｆ
ｆｅｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｌｉｎｅｓ，”と題され、２０１４年４月２２日に出願さ
れた、仮出願第６１／９８２，７２７号の出願日の利益を主張するものであり、両仮出願
は、参照により本明細書中に援用される。
【０００２】
　本開示は、概して、データ通信ケーブルに関し、特に、有線容量補償を伴うハイブリッ
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ド電気－光データ通信ケーブルに関する。
【背景技術】
【０００３】
　オーディオおよびビデオデータ等、マルチメディアデータは、典型的には、マルチメデ
ィアデータのソース（例えば、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、光ディスクプレーヤ
、マルチメディア配信施設等）から、マルチメディアデータの受信装置（例えば、テレビ
、ＤＶＲ、オーディオ処理ユニット等）に通信される。概して、データ通信ケーブルは、
マルチメディアデータおよび関連付けられる制御信号を、ソースから受信装置にルーティ
ングするために採用される。典型的には、そのようなケーブルは、高精細度マルチメディ
アインタフェース（ＨＤＭＩ（登録商標））、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、およびデジタル
ビジュアルインターフェース（ＤＶＩ）等、１つまたはそれを上回るデータ伝送プロトコ
ルに準拠する。
【０００４】
　これまで、これらのデータ通信ケーブルは、伝統的に専ら電気ワイヤとともに実装され
ている。従来のケーブルには、いくつかの欠点がある。概して、ケーブルの長さは、電気
ワイヤと関連付けられる容量および抵抗負荷に起因して、比較的短い距離に制限される。
そのような容量および抵抗負荷は、比較的低速の制御データに対してよりも、比較的高速
のマルチメディアデータに対して、より大きな悪影響を有する。これに関して、ワイヤの
容量は、概して、マルチメディアデータのバンド幅およびデータレートを制限する。さら
に、高速のマルチメディアデータは、データが電気ワイヤを経由して伝送されるとき、電
磁干渉をより受けやすい。加えて、電気ワイヤの使用は、特に、比較的長い長さのケーブ
ルを伴うと、取り扱い、輸送、設置、および使用に好ましくない重みをケーブルに生じさ
せる。
【０００５】
　したがって、他の必要性の中でもとりわけ、距離がより長く、信号損失および破損が少
なく、電磁干渉が減少された、高速のマルチメディアデータおよび低速の制御データを伝
送するための、改良型のより軽量化されたデータ通信ケーブルの必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の側面は、ＨＤＭＩ（登録商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩに準
拠するデータソース等、データソースへの接続のために構成される入力コネクタを備える
、通信ケーブルに関する。通信ケーブルは、ＨＤＭＩ（登録商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏ
ｒｔ、またはＤＶＩに準拠するデータ受信装置等、データ受信装置への接続のために構成
される出力コネクタも備える。加えて、一実施形態では、通信ケーブルは、それぞれ、入
力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバと、ワイヤとを備える。
【０００７】
　入力コネクタは、データソースから電気データ信号の第１のセットを受信するように構
成される。電気信号の第１のセットの実施例は、ＨＤＭＩ（登録商標）、Ｄｉｓｐｌａｙ
Ｐｏｒｔ、またはＤＶＩに準拠するデータソースによって生成される、マルチメディア（
例えば、オーディオ／ビデオおよび関連付けられるクロック等）ＴＭＤＳ差動信号である
。入力コネクタは、データソースからの電気データ信号の第２のセットを受信するように
も構成される。電気信号の第２のセットの実施例は、ＨＤＭＩ（登録商標）に準拠するデ
ータソースによって生成される、ＳＤＡ、ＳＣＬ、およびＣＥＣ制御データ信号と、Ｄｉ
ｓｐｌａｙＰｏｒｔに準拠するソースによって生成される、ＡＵＸ＋およびＡＵＸ－制御
データ信号と、ＤＶＩソースによって生成される、ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよびＤＤＣ　ＣＬ
ＯＣＫ制御データ信号とを含む。
【０００８】
　入力コネクタはさらに、データソースに電気データ信号の第３のセットを提供するよう
に構成され、電気信号の第３のセットは、それぞれ、出力コネクタおよびワイヤを経由し
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てデータ受信装置から受信される。電気信号の第３のセットの実施例は、ＨＤＭＩ（登録
商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩに準拠するデータ受信装置によって生成
される、制御関連データ信号を含む。
【０００９】
　出力コネクタは、データ受信装置に電気データ信号の第１のセットを提供するように構
成され、電気データ信号の第１のセットは、それぞれ、入力コネクタおよび光ファイバを
経由してデータソースから受信される。加えて、出力コネクタは、データ受信装置に電気
データ信号の第２のセットを提供するように構成され、電気データ信号の第２のセットは
、それぞれ、入力コネクタおよびワイヤを経由してデータソースから受信される。さらに
、出力コネクタは、データ受信装置から電気データ信号の第３のセットを受信するように
構成される。
【００１０】
　通信ケーブルはさらに、電気信号の第１のセットを、それぞれ、光ファイバおよび出力
コネクタを経由して、データ受信装置への伝送のために光信号にコンバートするように構
成される第１の回路を（例えば、入力コネクタに近接して、またはそこに）備える。通信
ケーブルは、光信号を、データ受信装置にそれらを提供するための電気信号の第１のセッ
トに実質的に逆コンバートするための、第２の回路も（例えば、出力コネクタに近接して
、またはそこに）備える。
【００１１】
　通信ケーブルはさらに、事後信号調整を、それぞれ、出力コネクタおよびワイヤを介し
てデータ受信装置から受信される電気信号の第３のセットに適用するための、第３の回路
を（例えば、入力コネクタに近接して、またはそこに）備える。事後信号調整は、ワイヤ
によって導入される信号への悪影響（例えば、容量および／または抵抗効果等）を補償し
、電気信号の第３のセットの増幅と、バッファリングと、等化とのうちのいずれか１つま
たはそれよりも多くを含み得る。
【００１２】
　同様に、通信ケーブルはさらに、事後信号調整を、それぞれ、入力コネクタおよびワイ
ヤを介してデータソースから受信される電気信号の第２のセットに適用するための、第４
の回路を（例えば、出力コネクタに近接して、またはそこに）備える。事後信号調整は、
ワイヤによって導入される信号への悪影響（例えば、容量および／または抵抗効果等）を
補償し、電気信号の第３のセットの増幅と、バッファリングと、等化とのうちのいずれか
１つまたはそれよりも多くを含み得る。
【００１３】
　通信ケーブルの第３の回路は、それぞれ、ワイヤおよび出力コネクタを介してのデータ
受信装置への伝送に先立って、事前信号調整を電気信号の第２のセットに適用してもよい
。事前信号調整は、ワイヤによって導入されるべき信号への悪影響（例えば、容量および
／または抵抗効果等）も補償し、電気信号の第２のセットの増幅と、プリエンファシスと
のうちのいずれか１つまたはそれよりも多くを含み得る。
【００１４】
　同様に、通信ケーブルの第４の回路は、それぞれ、ワイヤおよび入力コネクタを介して
のデータソースへの伝送に先立って、事前信号調整を電気信号の第３のセットに適用して
もよい。事前信号調整は、ワイヤによって導入されるべき信号への悪影響（例えば、容量
および／または抵抗効果等）も補償し、電気信号の第３のセットの増幅と、プリエンファ
シスとのうちのいずれか１つまたはそれよりも多くを含み得る。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　通信ケーブルであって、
　入力コネクタであって、
　　データソースに接続することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第１のセットを受信することと、
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　　前記データソースから電気データ信号の第２のセットを受信することと、
　　データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第３のセットを提供する
ことと
　を行うように構成される、入力コネクタと、
　出力コネクタであって、
　　前記データ受信装置に接続することと、
　　前記データ受信装置に前記電気データ信号の第１のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置に前記電気データ信号の第２のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置から前記電気データ信号の第３のセットを受信することと
　を行うように構成される、出力コネクタと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の電気ワイヤと、
　前記電気データ信号の第１のセットを、それぞれ、前記光ファイバを経由して、前記出
力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第１の回路と、
　前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気データ信号の第１のセッ
トに逆コンバートするように構成される第２の回路と、
　第１の信号調整を、それぞれ、前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の
第２のセットに適用するように構成される第３の回路と、
　第２の信号調整を、それぞれ、前記ワイヤを経由して受信される前記電気データ信号の
第３のセットに適用するように構成される第４の回路と、
　を備える、通信ケーブル。
（項目２）
　前記第１の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入される前記電気データ信号
の第２のセットへの悪影響を補償するように構成される、項目１に記載の通信ケーブル。
（項目３）
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、項目２に記載の通信ケーブル
。
（項目４）
　前記第１の信号調整は、前記電気データ信号の第２のセットの増幅と、バッファリング
と、等化とのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、項目１に記載の通信ケーブル。
（項目５）
　前記第２の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入される前記電気データ信号
の第３のセットへの悪影響を補償するように構成される、項目１に記載の通信ケーブル。
（項目６）
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、項目５に記載の通信ケーブル
。
（項目７）
　前記第２の信号調整は、前記電気データ信号の第３のセットの増幅と、バッファリング
と、等化とのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、項目１に記載の通信ケーブル。
（項目８）
　前記第３の回路は、それぞれ、前記ワイヤを経由しての出力コネクタへの伝送に先立っ
て、第３の信号調整を前記電気データ信号の第２のセットに適用するように構成される、
項目１に記載の通信ケーブル。
（項目９）
　前記第３の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入されるべき前記電気データ
信号の第２のセットへの悪影響を補償するように構成される、項目８に記載の通信ケーブ
ル。
（項目１０）
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、項目９に記載の通信ケーブル
。
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（項目１１）
　前記第３の信号調整は、前記電気データ信号の第２のセットの増幅と、プリエンファシ
スとのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、項目８に記載の通信ケーブル。
（項目１２）
　前記第４の回路は、それぞれ、前記ワイヤを経由しての入力コネクタへの伝送に先立っ
て、第３の信号調整を前記電気データ信号の第３のセットに適用するように構成される、
項目１に記載の通信ケーブル。
（項目１３）
　前記第３の信号調整は、それぞれ、前記ワイヤによって導入されるべき前記電気データ
信号の第３のセットへの悪影響を補償するように構成される、項目１２に記載の通信ケー
ブル。
（項目１４）
　前記悪影響は、前記ワイヤの容量または抵抗に起因する、項目１３に記載の通信ケーブ
ル。
（項目１５）
　前記第３の信号調整は、前記電気データ信号の第３のセットの増幅と、プリエンファシ
スとのうちの１つまたはそれよりも多くを含む、項目１２に記載の通信ケーブル。
（項目１６）
　前記電気データ信号の第１のセット、第２のセット、および第３のセットは、ＨＤＭＩ
（登録商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩプロトコルに準拠する、項目１に
記載の通信ケーブル。
（項目１７）
　通信ケーブルであって、
　入力コネクタであって、
　　データソースに接続することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第１のセットを受信することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第２のセットを受信することと、
　　データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第３のセットを提供する
ことと
　を行うように構成される、入力コネクタと、
　出力コネクタであって、
　　前記データ受信装置に接続することと、
　　前記データ受信装置に前記電気信号の第１のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置に前記電気信号の第２のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置から前記電気データ信号の第３のセットを受信することと
　を行うように構成される、出力コネクタと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される１つまたはそれを上回る光ファイバ
と、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される１つまたはそれを上回る電気ワイヤ
と、
　前記電気データ信号の第１のセットを、１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由
して、前記出力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第１
の回路と、
　１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気
信号の第１のセットに逆コンバートするように構成される第２の回路と、
　第１の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気
データ信号の第２のセットに適用するように構成される第３の回路と、
　第２の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気
データ信号の第３のセットに適用するように構成される第４の回路と、
　を備える、通信ケーブル。
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（項目１８）
　前記電気データ信号の第１のセット、第２のセット、および第３のセットは、ＨＤＭＩ
（登録商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩプロトコルに準拠する、項目１７
に記載の通信ケーブル。
（項目１９）
　通信ケーブルであって、
　入力コネクタであって、
　　データソースに接続することと、
　　前記データソースから並列電気データ信号の第１のセットを受信することと、
　　前記データソースから電気データ信号の第２のセットを受信することと、
　　データ受信装置から前記データソースに、電気データ信号の第３のセットを提供する
ことと
　を行うように構成される、入力コネクタと、
　出力コネクタであって、
　　前記データ受信装置に接続することと、
　　前記データ受信装置に前記並列電気データ信号の第１のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置に前記電気データ信号の第２のセットを提供することと、
　　前記データ受信装置から前記電気データ信号の第３のセットを受信することと
　を行うように構成される、出力コネクタと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される複数の光ファイバであって、光ファ
イバの数が、前記第１のセットの並列電気データ信号の数未満である、光ファイバと、
　前記入力コネクタおよび出力コネクタに連結される１つまたはそれを上回る電気ワイヤ
と、
　前記電気データ信号の第１のセットを、１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由
して、前記出力コネクタへの伝送のために光信号にコンバートするように構成される第１
の回路と、
　１つまたはそれを上回る前記光ファイバを経由して受信される前記光信号を、前記電気
データ信号の第１のセットに逆コンバートするように構成される第２の回路と、
　第１の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気
データ信号の第２のセットに適用するように構成される第３の回路と、
第２の信号調整を、１つまたはそれを上回る前記ワイヤを経由して受信される前記電気デ
ータ信号の第３のセットに適用するように構成される第４の回路と、
　を備える、通信ケーブル。
（項目２０）
　前記電気信号の第１のセット、第２のセット、および第３のセットは、ＨＤＭＩ（登録
商標）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ、またはＤＶＩプロトコルに準拠する、項目１９に記載
の通信ケーブル。
【００１５】
　前述の通信ケーブルの他の実施形態または変形も、開示される。さらに、他の側面では
、本開示の利点および新規の特徴が、付随の図面を併せて考慮されたとき、本発明の以下
の詳細な説明から明白となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本開示の側面による、例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル
の図を例証する。
【００１７】
【図２】図２は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信
ケーブルの図を例証する。
【００１８】
【図３】図３は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信
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ケーブルの図を例証する。
【００１９】
【図４Ａ】図４Ａ－４Ｂは、本開示の別の側面による、さらに他の例示的ハイブリッド電
気－光データ通信ケーブルの図を例証する。
【図４Ｂ】図４Ａ－４Ｂは、本開示の別の側面による、さらに他の例示的ハイブリッド電
気－光データ通信ケーブルの図を例証する。
【００２０】
【図５Ａ】図５Ａ－５Ｂは、本開示の別の側面による、なおも他の例示的ハイブリッド電
気－光データ通信ケーブルの図を例証する。
【図５Ｂ】図５Ａ－５Ｂは、本開示の別の側面による、なおも他の例示的ハイブリッド電
気－光データ通信ケーブルの図を例証する。
【００２１】
【図６Ａ】図６Ａ－６Ｂは、本開示の別の側面による、ＨＤＭＩ（登録商標）に準拠する
信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブルの図を
例証する。
【図６Ｂ】図６Ａ－６Ｂは、本開示の別の側面による、ＨＤＭＩ（登録商標）に準拠する
信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブルの図を
例証する。
【００２２】
【図７Ａ】図７Ａ－７Ｂは、本開示の別の側面による、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔに準拠す
る信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブルの図
を例証する。
【図７Ｂ】図７Ａ－７Ｂは、本開示の別の側面による、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔに準拠す
る信号を伝送するために使用される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブルの図
を例証する。
【００２３】
【図８Ａ】図８Ａ－８Ｂは、本開示の別の側面による、ＤＶＩに準拠する信号を伝送する
ために使用される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブルの図を例証する。
【図８Ｂ】図８Ａ－８Ｂは、本開示の別の側面による、ＤＶＩに準拠する信号を伝送する
ために使用される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブルの図を例証する。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、本開示の側面による、例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル１００
の図を例証する。通信ケーブル１００は、入力コネクタ１１０と、ケーブルハウジング１
４０と、出力コネクタ１７０とを備える。入力コネクタ１１０は、高速データのソースの
対応するコネクタに接続するように構成される。高速データは、オーディオ、ビデオ、お
よび関連付けられるクロック等、マルチメディアデータであり得る。高速データのソース
の実施例は、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、光ディスクプレーヤ、マルチメディア
配信施設、およびその他を含む。
【００２５】
　高速データは、電気デジタル信号形式である。実施例として、高速データは、遷移数最
少差動信号伝送方式（ＴＭＤＳ）として構成され得る。例えば、入力コネクタ１１０は、
並列高速差動信号Ｄ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－からＤＮ＋／ＤＮ－
のＮ数を受信するように構成される。
【００２６】
　高速データのソースはまた、低速制御データおよび関連付けられるクロックのソースな
らびに低速制御データおよび関連付けられるクロックの受信装置としての役割も果たし得
る。これに関して、入力コネクタ１１０は、高速データのソースから並列低速制御データ
Ｃ０およびＣ１と、関連付けられるクロックＣＬＫとを受信し、かつ低速制御データＣ０
およびＣ１と、関連付けられるクロックとを高速データのソースに提供するように構成さ
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れ得る。低速データおよび関連付けられるクロックは、電気デジタル信号としても構成さ
れ得る。
【００２７】
　入力コネクタ１１０は、それぞれ、光ファイバ１４２－０から１４２－Ｎを経由して出
力コネクタ１７０に伝送するため、高速電気信号Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を、
光信号にコンバートするように構成されるコンポーネントを含む。これに関して、入力コ
ネクタ１１０は、高速電気信号Ｄ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－からＤ
Ｎ＋／ＤＮ－を受信し、それぞれ、レーザソース１１４－０、１１４－１、１１４－２か
ら１１４－Ｎを駆動するための好適な電圧をそこから生成するように構成される、信号調
整装置１１２－０、１１２－１、１１２－２から１１２－Ｎを備える。レーザソース１１
４－０、１１４－１、１１４－２から１１４－Ｎは、次に、駆動電圧に基づいて光信号を
生成し、光信号は、それぞれ、出力コネクタ１７０への伝送のために、光ファイバ１４２
－０、１４２－１、１４２－２から１４２－Ｎに連結される。
【００２８】
　入力コネクタ１１０はまた、それぞれ、導電性ワイヤ１５０－０、１５０－１、および
１５０－ＣＬＫを経由して出力コネクタ１７０への伝送のために、高速データソースから
受信される低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを構成するためのコンポーネントも含
む。加えて、入力コネクタ１１０は、それぞれ、ワイヤ１５０－０、１５０－１、および
１５０－ＣＬＫを経由して出力コネクタ１７０から低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬ
Ｋを受信し、低速電気信号を高速データのソースに提供するためのコンポーネントを含む
。
【００２９】
　これに関して、入力コネクタ１１０は、入力／出力（Ｉ／Ｏ）アービタ１２０－０、１
２０－１、および１２０－ＣＬＫと、事前信号調整装置１２２－０、１２２－１、および
１２２－ＣＬＫと、バスアービタ１２４－０、１２４－１、および１２４－ＣＬＫと、事
後信号調整装置１２６－０、１２６－１、および１２６－ＣＬＫとを備える。Ｉ／Ｏアー
ビタ１２０－０、１２０－１、および１２０－ＣＬＫは、Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫに対
するコネクタインターフェイス（例えば、ピン）を介して高速データソースから受信され
る低速信号と、Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫに対する同じコネクタインターフェイスを介し
て高速データソースに伝送される低速信号との間を調停する。
【００３０】
　事前信号調整装置１２２－１、１２２－２、および１２２－ＣＬＫは、それぞれ、ワイ
ヤ１５０－０、１５０－１、および１５０－ＣＬＫを介して伝送するために、Ｉ／Ｏアー
ビタ１２０－１、１２０－２、および１２０－ＣＬＫから受信される低速電気信号Ｃ０、
Ｃ１、およびＣＬＫを調整する。通信ケーブル１００は、長距離に対する信号の伝送に使
用され得るため、ワイヤ１５０－０、１５０－１、および１５０－ＣＬＫは、低速電気信
号への悪影響を有し得る、高容量および抵抗損失を呈し得る。故に、事前信号調整装置１
２２－１、１２２－２、および１２２－ＣＬＫは、それぞれ、ワイヤ１５０－０、１５０
－１、および１５０－ＣＬＫの高容量および抵抗損失に関連付けられる悪影響を補償する
ために、低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫへの事前調整を適用する。事前調整の実
施例は、信号の増幅と、信号のプレエンファシス（例えば、より高速の遷移（立上りおよ
び立下りの時間）を提供する）とのうちのいずれか１つまたはそれを上回るものを含み得
る。
【００３１】
　バスアービタ１２４－１、１２４－２、および１２４－ＣＬＫは、ワイヤ１５０－０、
１５０－１、および１５０－ＣＬＫを経由して出力コネクタ１７０に伝送される低速信号
Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫと、それぞれ、ワイヤ１５０－０、１５０－１、および１５０
－ＣＬＫを介して出力コネクタ１７０から受信される低速信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫ
との間を調停する。
【００３２】
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　事後信号調整装置１２６－１、１２６－２、および１２６－ＣＬＫは、それぞれ、Ｉ／
Ｏアービタ１２０－１、１２０－２、および１２０－ＣＬＫを介して高速データのソース
に伝送するために、バスアービタ１２４－１、１２４－２、および１２４－ＣＬＫから受
信される低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを調整する。同様に、事後信号調整装置
１２６－１、１２６－２、および１２６－ＣＬＫは、それぞれ、ワイヤ１５０－０、１５
０－１、および１５０－ＣＬＫの高容量および抵抗損失に関連付けられる悪影響を補償す
るために、低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫへの事前調整を適用する。事後調整の
実施例は、ワイヤの抵抗損失を考慮するための信号の増幅と、ワイヤの容量負荷を考慮す
るための信号のバッファリングと、ワイヤ容量の影響を無効にするための信号の等化との
うちのいずれか１つまたはそれを上回るものを含み得る。
【００３３】
　ケーブルハウジング１４０は、光ファイバ１４２－０から１４２－Ｎと、ワイヤ１５０
－０から１５０－ＣＬＫとを保護するように囲繞するように構成される。故に、ケーブル
ハウジング１４０は、通信ケーブル１００の取り扱い、輸送、設置、環境影響、および一
般的使用に起因する損傷から、光ファイバおよびワイヤを保護する。ケーブルハウジング
１４０は、通信ケーブル１００をルーティングするのに有用な、好適な弾力性のあるまた
は屈曲可能な材料から作製され得る。
【００３４】
　出力コネクタ１７０は、光ファイバ１４０－０から１４２－Ｎを経由して受信される光
信号を、出力コネクタ１７０に接続される高速データの受信装置にそれらを提供するため
の高速電気信号Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－に逆コンバートするように構成される
コンポーネントを含む。これに関して、出力コネクタ１７０は、それぞれ、光検出装置１
７４－０、１７４－１、１７４－２から１７４－Ｎに効率的に連結するため、光ファイバ
１４０－０、１４０－１、１４０－２から１４２－Ｎを経由して受信される光信号を調整
するために、光信号調整装置１７２－０、１７２－１、１７２－２から１７２－Ｎを備え
る。例えば、光調整装置１７２－０から１７２－Ｎは、実質的に全ての光信号を、それぞ
れ、光検出装置１７４－０から１７４－Ｎの実質的に最も感受性の高い領域に指向するよ
うに構成されるレンズおよび／または他の光コンポーネントを含み得る。光検出装置１７
４－０から１７４－Ｎは、受信した光信号を電気信号にコンバートする。
【００３５】
　出力コネクタ１７０はさらに、信号調整を、それぞれ、光検出装置１７４－０、１７４
－１、１７４－２から１７４－Ｎによって生成される電気信号に適用するように構成され
る、電気信号調整装置１７６－０、１７６－１、１７６－２から１７６－Ｎを含む。概し
て、信号調整装置１７６－０から１７６－Ｎは、それぞれ、光検出装置１７４－０から１
７４－Ｎによって生成される電気信号から、高速電気信号Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／Ｄ
Ｎ－を生成するように構成される。つまり、信号調整装置１７６－０から１７６－Ｎによ
って生成される高速電気信号Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－は、入力コネクタ１１０
によって受信される高速電気信号Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－と実質的に同じであ
るか、または関連付けられる信号プロトコルに少なくとも準拠するはずである。これに関
して、信号調整装置１７６－０から１７６－Ｎは、光検出装置１７４－０から１７４－Ｎ
からの電気信号を、ＴＭＤＳ等、異なる信号にコンバートし得る。加えて、信号調整装置
１７６－０から１７６－Ｎは、信号を適切なレベルにもたらし、信号から不要なノイズを
減少させるために、信号を増幅および／またはフィルタリングし得る。
【００３６】
　出力コネクタ１７０はまた、ワイヤ１５０－０、１５０－１、および１５０－ＣＬＫを
経由して入力コネクタ１１０から低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを受信し、信号
Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを、出力コネクタ１７０に接続される高速データの受信装置に
提供するためのコンポーネントも含む。加えて、出力コネクタ１７０は、高速データの受
信装置から低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを受信し、入力コネクタ１１０に、最
終的には、入力コネクタに接続される高速データのソースに伝送するために、信号をワイ
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ヤ１５０－０、１５０－１、および１５０－ＣＬＫに提供するためのコンポーネントを含
む。
【００３７】
　これに関して、出力コネクタ１７０は、低速電気信号を処理するための、入力コネクタ
１１０のそれと実質的に同じまたは類似のコンポーネントを含む。特に、出力コネクタ１
７０は、バスアービタ１８０－０、１８０－１、および１８０－ＣＬＫと、事後信号調整
装置１８２－０、１８２－１、および１８２－ＣＬＫと、Ｉ／Ｏアービタ１８４－０、１
８４－１、および１８４－ＣＬＫと、事前信号調整装置１８６－０、１８６－１、および
１８６－ＣＬＫとを備える。
【００３８】
　バスアービタ１８０－１、１８０－２、および１８０－ＣＬＫは、ワイヤ１５０－０、
１５０－１、および１５０－ＣＬＫを経由して入力コネクタ１１０から受信される低速デ
ータＣ０、Ｃ１、およびＣＬＫと、それぞれ、ワイヤ１５０－０、１５０－１、および１
５０－ＣＬＫを介して入力コネクタ１１０に伝送するための低速データＣ０、Ｃ１、およ
びＣＬＫとの間を調停する。事後信号調整装置１８２－１、１８２－２、および１８２－
ＣＬＫは、それぞれ、高速データの受信装置に伝送するために、バスアービタ１８０－１
、１８０－２、および１８０－ＣＬＫから受信される低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣ
ＬＫを調整する。事後信号調整装置１８２－１、１８２－２、および１８２－ＣＬＫは、
それぞれ、ワイヤ１５０－０、１５０－１、および１５０－ＣＬＫによって導入される信
号への容量および抵抗効果に対処するための信号増幅と、バッファリングと、等化とのう
ちのいずれか１つまたはそれを上回るものを実施し得る。
【００３９】
　Ｉ／Ｏアービタ１８４－０、１８４－１、および１８４－ＣＬＫは、Ｃ０、Ｃ１、およ
びＣＬＫに対するコネクタインターフェイス（例えば、ピン）を介して高速データ受信装
置から受信される低速データと、Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫに対するコネクタインターフ
ェイスを介して高速データ受信装置に伝送される低速データとの間を調停する。事前信号
調整装置１８６－１、１８６－２、および１８６－ＣＬＫは、それぞれ、ワイヤ１５０－
０、１５０－１、および１５０－ＣＬＫを介して入力コネクタ１１０に伝送するために、
Ｉ／Ｏアービタ１８４－１、１８４－２、および１８４－ＣＬＫから受信される低速電気
信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを調整する。事前信号調整装置１８６－１、１８６－２、
および１８６－ＣＬＫは、それぞれ、ワイヤ１５０－０、１５０－１、および１５０－Ｃ
ＬＫによって導入され得る信号への容量性の効果および抵抗性の効果に対処するための信
号の増幅と、プリエンファシスとのうちのいずれか１つまたはそれを上回るものを実施し
得る。
【００４０】
　そのような構成では、ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル１００は、より長い伝
送距離に好適である。ケーブルの光ファイバ媒体は、そうでなければ有線の代替手段によ
って導入されるであろうよりも、高速信号により少ない損失および悪影響を導入する。ま
た、光ファイバ媒体は、より広いバンド幅の、したがって、より高いデータレートおよび
より多い信号チャネルの能力がある。加えて、光ファイバ媒体の使用は、電磁干渉から信
号をより良好に保護し、ひいては、取り扱い、輸送、設置、および使用を促進するために
、ケーブルの軽量化を可能にする。最後に、低速信号に関して、通信ケーブル１００は、
ワイヤによって導入される信号への容量および抵抗効果を補償するための、事前および事
後信号調整装置を含む。これについても、ひいては、通信ケーブル１００がより長い伝送
距離の用途で使用されることを可能にする。以下は、通信ケーブル１００の変形例の実施
例の議論を提供する。
【００４１】
　図２は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブ
ル２００の図を例証する。通信ケーブル２００は、通信ケーブル１００のそれと類似して
おり、同じ参照番号によって示されるように、多くの同じであるか、または類似する要素
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を含むが、最高位の数字として「１」ではなく「２」を使用する。通信ケーブル２００は
、高速電気データ信号を単一光ファイバ上に多重化するための多重化装置を備える入力コ
ネクタと、単一光ファイバからの高速電気データ信号を多重分離するための多重分離装置
を備える出力コネクタとを有する点で、通信ケーブル１００と異なる。
【００４２】
　特に、光通信ケーブル２００は、高速データソースに接続するための入力コネクタ２１
０と、ケーブルの種々の伝送媒体を囲繞するためのケーブルハウジング２４０と、高速デ
ータ受信装置に接続するための出力コネクタ２７０とを備える。
【００４３】
　入力コネクタ２１０は、次に、信号調整を、高速データのソースから受信される高速デ
ータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－からＤＮ＋／ＤＮ－に適用するた
めの、信号調整装置２１２－０、２１２－１、２１２－２から２１２－Ｎを備える。入力
コネクタ２１０はさらに、信号調整装置２１２－０から２１２－Ｎからの調整された信号
を多重化するための多重化装置２１４を含む。加えて、入力コネクタ２１０は、多重化装
置２１４によって生成される多重化された信号に基づいて光信号を生成するための、レー
ザソース２１６を備える。光信号は、ケーブルハウジング２４０に収納される光ファイバ
２４２を経由して出力コネクタ２７０に伝送される。
【００４４】
　通信ケーブル２００の入力コネクタ２１０は、ケーブルハウジング２４０に収納される
ワイヤ２５０－０、２５０－１、および２５０－ＣＬＫを介して入力コネクタ２１０およ
び出力コネクタ２７０の間に伝送される双方向低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを
処理するための、通信ケーブル１００の入力コネクタ１１０と、実質的に同じ要素を含む
。例えば、入力コネクタ２１０は、Ｉ／Ｏアービタ２２０－０、２２０－１、および２２
０－ＣＬＫと、事前信号調整装置２２２－０、２２２－１、および２２２－ＣＬＫと、バ
スアービタ２２４－０、２２４－１、および２２４－ＣＬＫと、事後信号調整装置２２６
－０、２２６－１、および２２６－ＣＬＫとを備える。これらの要素の詳細な議論が、先
に通信ケーブル１００に関連して提供されている。
【００４５】
　出力コネクタ２７０は、次に、光信号調整装置２７２と、光検出装置２７４と、多重分
離装置２７５と、電気信号調整装置２７６－０、２７６－１、２７６－２、および２７６
－Ｎとを備える。光信号調整装置２７２は、通信ケーブル１００の光信号調整装置１７２
－０から１７２－Ｎに関連して議論されたように、光ファイバ２４２からの光信号を受信
し、光検出装置２７４による効率的な検出のために光信号を調整する。光検出装置２７４
は、光信号調整装置２７２からの調整された光信号に基づいて電気信号を生成する。
【００４６】
　多重分離装置２７５は、光検出装置２７４によって生成される電気信号からの、多重化
された高速データコンポーネントを多重分離し、信号を、それぞれ、信号調整装置２７６
－０から２７６－Ｎに提供する。信号調整装置２７６－０から２７６－Ｎは、先に議論さ
れた通信ケーブル１００の信号調整装置１７６－０から１７６－Ｎのように、それぞれ、
高速データＤ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を生成するために、適切な信号調整装置を
適用する。つまり、信号調整装置２７６－０から２７６－Ｎは、生成される高速データＤ
０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－が、入力コネクタ２１０によって受信される高速データ
Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－と実質的に同じであるか、または関連付けられるプロ
トコルに少なくとも準拠するように、信号調整を適用する。
【００４７】
　通信ケーブル２００の出力コネクタ２７０は、ワイヤ２５０－０、２５０－１、および
２５０－ＣＬＫを介して入力コネクタ２１０と出力コネクタ２７０との間に伝送される双
方向低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを処理するための、通信ケーブル１００の出
力コネクタ１７０と、実質的に同じ要素を含む。例えば、出力コネクタ２７０は、バスア
ービタ２８０－０、２８０－１、および２８０－ＣＬＫと、事後信号調整装置２８２－０
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、２８２－１、および２８２－ＣＬＫと、Ｉ／Ｏアービタ２８４－０、２８４－１、およ
び２８４－ＣＬＫと、事前信号調整装置２８６－０、２８６－１、および２８６－ＣＬＫ
とを備える。これらの要素の詳細な議論が、先に通信ケーブル１００に関連して提供され
ている。
【００４８】
　図３は、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブ
ルの図を例証する。通信ケーブル３００は、通信ケーブル２００（ならびにケーブル１０
０）のそれと類似しており、同じ参照番号によって示されるように、多くの同じであるか
、または類似する要素を含むが、最高位の数字として「２」ではなく「３」を使用する。
通信ケーブル３００は、高速データコンポーネントの部分を、それぞれ、複数の光ファイ
バ上に多重化するための複数の多重化装置を備える入力コネクタと、光ファイバからの高
速データコンポーネントの多重化された部分を、それぞれ、多重分離するための複数の多
重分離装置を備える出力コネクタとを含む点で、通信ケーブル２００と異なる。
【００４９】
　特に、光通信ケーブル３００は、高速データソースに接続するための入力コネクタ３１
０と、ケーブル３００の種々の伝送媒体を囲繞するためのケーブルハウジング３４０と、
高速データ受信装置に接続するための出力コネクタ３７０とを備える。
【００５０】
　入力コネクタ３１０は、次に、信号調整を、高速データのソースから受信される高速デ
ータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２、Ｄ３＋／Ｄ３－からＤＮ＋／ＤＮ
－に適用するための、信号調整装置３１２－０、３１２－１、３１２－２、３１２－３か
ら３１２－Ｎを備える。入力コネクタ３１０はさらに、信号調整装置３１２－０から３１
２－Ｎからの調整された信号の部分Ｄ０＋／Ｄ０－およびＤ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２
－、Ｄ３＋／Ｄ３－から、ＤＮ－１＋ＤＮ－１－およびＤＮ＋／ＤＮ－を、それぞれ、多
重化するために、複数の多重化装置３１４－１、３１４－２から３１４－Ｍを含む。加え
て、入力コネクタ３１０は、それぞれ、多重化装置３１４－１、３１４－２から３１４－
Ｍによって生成される多重化された信号に基づいて、それぞれ、光信号を生成するための
、複数のレーザソース３１６－１、３１６－２から３１６－Ｍを備える。光信号は、それ
ぞれ、ケーブルハウジング３４０に収納される光ファイバ３４２－１から３４２－Ｍを経
由して出力コネクタ３７０に伝送される。本実施例では、各多重化装置３１４－１、３１
４－２から３１４－Ｍは、異なる信号の２つのセットを多重化するが、任意の多重化装置
が、異なる信号の２つより多いセットを多重化し得ることが理解されるものとする。
【００５１】
　通信ケーブル３００の入力コネクタ３１０は、ケーブルハウジング３４０に収納される
ワイヤ３５０－０、３５０－１、および３５０－ＣＬＫを介して入力コネクタ３１０と出
力コネクタ３７０との間に伝送される双方向低速電気信号Ｃ０、Ｃ１、およびＣＬＫを処
理するための、通信ケーブル１００の入力コネクタ１１０と、実質的に同じ要素を含む。
例えば、入力コネクタ３１０は、Ｉ／Ｏアービタ３２０－０、３２０－１、および３２０
－ＣＬＫと、事前信号調整装置３２２－０、３２２－１、および３２２－ＣＬＫと、バス
アービタ３２４－０、３２４－１、および３２４－ＣＬＫと、事後信号調整装置３２６－
０、３２６－１、および３２６－ＣＬＫとを備える。これらの要素の詳細な議論が、先に
通信ケーブル１００に関連して提供されている。
【００５２】
　出力コネクタ３７０は、次に、光信号調整装置３７２－１、３７２－２から３７２－Ｍ
と、光検出装置３７４－１、３７４－２から３７４－Ｍと、多重分離装置３７５－１、３
７５－２から３７５－Ｍと、電気信号調整装置３７６－０、３７６－１、３７６－２、３
７６－３から３７６－Ｎとを備える。光信号調整装置３７２－１、３７２－２から３７２
－Ｍは、通信ケーブル１００の光信号調整装置１７２－０から１７２－Ｎに関連して議論
されたように、光ファイバ３４２－１、３４２－２から３４２－Ｍからの光信号を受信し
、光検出装置３７４－１、３７４－２から３７４－Ｍによる効率的な検出のために光信号
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を調整する。光検出装置３７４－１、３７４－２から３７４－Ｍは、それぞれ、光信号調
整装置３７２－１、３７２－２から３７２－Ｍからの調整された光信号に基づいて電気信
号を生成する。
【００５３】
　多重分離装置３７５－１、３７５－２から３７５－Ｍは、光検出装置３７４－１、３７
４－２から３７４－Ｍによって生成される電気信号からの、多重化された高速データコン
ポーネントを多重分離し、信号を、それぞれ、信号調整装置の組み合わせである３７６－
０および３７６－１、３７６－２および３７６－３から、３７６－Ｎ－１および３７６－
Ｎに提供する。信号調整装置３７６－０から３７６－Ｎは、先に議論される通信ケーブル
１００の信号調整装置１７６－０から１７６－Ｎのように、それぞれ、高速データＤ０＋
／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を生成するために、適切な信号調整を適用する。つまり、信
号調整装置３７６－０から３７６－Ｎは、生成される高速データＤ０＋／Ｄ０－からＤＮ
＋／ＤＮ－が、入力コネクタ３１０によって受信される高速データＤ０＋／Ｄ０－からＤ
Ｎ＋／ＤＮ－と実質的に同じであるか、または関連付けられるプロトコルに少なくとも準
拠するように、信号調整を適用する。
【００５４】
　通信ケーブル３００の出力コネクタ３７０は、ワイヤ３５０－０、３５０－１、および
３５０－ＣＬＫを介して入力コネクタ３１０と出力コネクタ３７０との間に伝送される双
方向低速データＣ０、Ｃ１、およびＣＬＫを処理するための、通信ケーブル１００の出力
コネクタ１７０と、実質的に同じ要素を含む。例えば、出力コネクタ３７０は、バスアー
ビタ３８０－０、３８０－１、および３８０－ＣＬＫと、事後信号調整装置３８２－０、
３８２－１、および３８２－ＣＬＫと、Ｉ／Ｏアービタ３８４－０、３８４－１、および
３８４－ＣＬＫと、事前信号調整装置３８６－０、３８６－１、および３８６－ＣＬＫと
を備える。これらの要素の詳細な議論が、先に通信ケーブル１００に関連して提供されて
いる。
【００５５】
　図４Ａは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケー
ブル４００の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル４００は、高速データおよび低速
データの両方を処理するための入力コネクタおよび出力コネクタに、それぞれ、集積回路
を含む。特に、通信ケーブル４００は、高速データのソースに接続するための入力コネク
タ４０５と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング４
１５と、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ４２５とを備える。
【００５６】
　入力コネクタ４０５は、次に、通信ケーブル１００、２００、および３００に関連して
議論されたように、１つまたはそれを上回る光ファイバ４１７－１から４１７－Ｐを介し
て出力コネクタ４２０に伝送するための高速データＤ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を
処理し、１つまたはそれを上回るワイヤ４１７－１から４１７－Ｑを介して伝送される双
方向低速データＣ０からＣＬを処理するための、単一の集積回路４１０を備える。同様に
、出力コネクタ４２０は、通信ケーブル１００、２００、および３００に関連して議論さ
れたように、１つまたはそれを上回る光ファイバ４１７－１から４１７－Ｐを介して入力
コネクタ４０５から受信される高速データＤ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を処理し、
１つまたはそれを上回るワイヤ４１７－１から４１７－ｓＱを介して伝送される双方向低
速データＣ０からＣＬを処理するための、単一の集積回路４２５を備える。
【００５７】
　図４Ｂは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケー
ブル４５０の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル４５０は、それぞれ、高速データ
および低速データを処理するための入力コネクタおよび出力コネクタそれぞれに、別個の
集積回路を含む。特に、通信ケーブル４５０は、高速データのソースに接続するための入
力コネクタ４５５と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウ
ジング４６５と、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ４７０とを備える
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。
【００５８】
　入力コネクタ４５５は、次に、先の実施形態のように、１つまたはそれを上回る光ファ
イバ４６７－１から４６７－Ｐを介して出力コネクタ４７０に伝送するための高速データ
Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を処理するための、集積回路４６２を備える。入力コ
ネクタ４５５はさらに、先の実施形態のように、１つまたはそれを上回るワイヤ４６９－
１から４６９－Ｑを介して入力コネクタ４５５と出力コネクタ４７０との間に伝送される
双方向低速データＣ０からＣＬを処理するための、別の集積回路４６４を備える。集積回
路４６２および４６４は、単一の基板４６０上に配列され得る。
【００５９】
　同様に、出力コネクタ４７０は、先の実施形態のように、１つまたはそれを上回る光フ
ァイバ４６７－１から４６７－Ｐを介して入力コネクタ４５５から受信される高速データ
Ｄ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を処理するための、集積回路４７７を備える。出力コ
ネクタ４７０はさらに、先の実施形態のように、１つまたはそれを上回るワイヤ４６９－
１から４６９－Ｑを介して入力コネクタ４５５と出力コネクタ４７０との間に伝送される
双方向低速データＣ０からＣＬを処理するための、別の集積回路４７９を備える。集積回
路４７７および４７９は、単一の基板４７５上に配列され得る。
【００６０】
　図５Ａは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケー
ブル５００の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル５００は、高速データおよび低速
データの両方を処理するための集積回路を、それぞれ、収納するための、入力コネクタお
よび出力コネクタから離れた別個のハウジングを含む。特に、通信ケーブル５００は、高
速データのソースに接続するための入力コネクタ５０２と、集積回路５１０を収納するた
めの入力ハウジング５０５と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケー
ブルハウジング５１５と、別の集積回路５２５を収納するための出力ハウジング５２０と
、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ５２７とを備える。
【００６１】
　前述のように、入力ハウジング５０５は、先の実施例のように、１つまたはそれを上回
る光ファイバ５１７－１から５１７－Ｐを介して出力コネクタ５２７に伝送するための高
速データＤ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を処理し、１つまたはそれを上回るワイヤ５
１７－１から５１７－Ｑを介してコネクタ５０２と５２７との間に伝送される双方向低速
データＣ０からＣＬを処理するための、単一の集積回路５１０を備える。同様に、出力ハ
ウジング５２０は、先の実施例のように、１つまたはそれを上回る光ファイバ５１７－１
から５１７－Ｐを介して入力コネクタ５０２から受信される高速データＤ０＋／Ｄ０－か
らＤＮ＋／ＤＮ－を処理し、１つまたはそれを上回るワイヤ５１９－１から５１９－Ｑを
介してコネクタ５０２と５２７との間に伝送される双方向低速データＣ０からＣＬを処理
するための、単一の集積回路５２５を備える。
【００６２】
　図５Ｂは、本開示の別の側面による、別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケー
ブル５５０の図を例証する。要約すれば、通信ケーブル５５０は、それぞれ、高速データ
および低速データを処理するための１対の集積回路それぞれを収納するための、入力コネ
クタおよび出力コネクタから離れた別個のハウジングを含む。特に、通信ケーブル５５０
は、高速データのソースに接続するための入力コネクタ５５２と、集積回路５６２および
５６４を収納するための入力ハウジング５５５と、ケーブルの伝送媒体を保護するように
囲繞するためのケーブルハウジング５６５と、集積回路５７７および５７９を収納するた
めの出力ハウジング５７０と、高速データの受信装置に接続するための出力コネクタ５７
７とを備える。
【００６３】
　前述のように、入力ハウジング５５５は、先の実施形態のように、１つまたはそれを上
回る光ファイバ５６７－１から５６７－Ｐを介して出力コネクタ５７７に伝送するための
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高速データＤ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を処理するための、集積回路５６２を備え
る。入力ハウジング５５５はさらに、先の実施形態のように、１つまたはそれを上回るワ
イヤ５６９－１から５６９－Ｑを介してコネクタ５５２と５７７との間に伝送される双方
向低速データＣ０からＣＬを処理するための、別の集積回路５６４を備える。集積回路５
６２および５６４は、単一の基板５６０上に配列され得る。
【００６４】
　同様に、出力ハウジング５７０は、先の実施形態のように、１つまたはそれを上回る光
ファイバ５６７－１から５６７－Ｐを介して入力コネクタ５５２から受信される高速デー
タＤ０＋／Ｄ０－からＤＮ＋／ＤＮ－を処理するための、集積回路５７７を備える。出力
コネクタ５７０はさらに、先の実施形態のように、１つまたはそれを上回るワイヤ５６９
－１から５６９－Ｑを介してコネクタ５５２と５７７との間に伝送される双方向低速デー
タＣ０からＣＬを処理するための、別の集積回路５７９を備える。集積回路５７７および
５７９は、単一の基板５７５上に配列され得る。
【００６５】
　図６Ａは、本開示の別の側面による、ＨＤＭＩ（登録商標）に準拠する信号を伝送する
ために構成される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル６００の図を例証する
。要約すれば、通信ケーブル６００は、概して、通信ケーブル１００のように構成され、
具体的には、ＨＤＭＩ（登録商標）データソースとＨＤＭＩ（登録商標）データ受信装置
との間にＨＤＭＩ（登録商標）に準拠する信号を伝送するように構成される。特に、通信
ケーブル６００は、ＨＤＭＩ（登録商標）データソースに接続するための入力コネクタ６
１０と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング６４０
と、ＨＤＭＩ（登録商標）データ受信装置に接続するための出力コネクタ６７０とを備え
る。
【００６６】
　入力コネクタ６１０は、ＨＤＭＩ（登録商標）データソースから受信されるＨＤＭＩ（
登録商標）　ＴＭＤＳチャネルデータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－
、およびＤ３＋／Ｄ３－を、それぞれ、光ファイバ６４２－０、６４２－１、６４２－２
、および６４２－３を経由して出力コネクタ６７０に伝送するための光信号にコンバート
するための、信号調整装置６１２－０、６１２－１、６１２－２、および６１２－３と、
レーザソース６１４－０、６１４－１、６１４－２、および６１４－３とを備える。入力
コネクタ６１０はまた、それぞれ、ワイヤ６５０－ＳＤＡ、６５０－ＳＣＬ、および６５
０－ＣＥＣを介して入力コネクタ６１０と出力コネクタ６７０との間で伝送される双方向
Ｓｅｒｉａｌ　Ｄａｔａ（ＳＤＡ）、Ｓｅｒｉａｌ　Ｃｌｏｃｋ（ＳＣＬ）、およびＣｏ
ｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＣＥＣ）信号を処理するため
の、Ｉ／Ｏアービタ６２０－ＳＤＡ、６２０－ＳＣＬ、および６２０－ＣＥＣと、事前信
号調整装置６２２－ＳＤＡ、６２２－ＳＣＬ、および６２２－ＣＥＣと、バスアービタ６
２４－ＳＤＡ、６２４－ＳＣＬ、および６２４－ＣＥＣと、事後信号調整装置６２６－Ｓ
ＤＡ、６２６－ＳＣＬ、および６２６－ＣＥＣも備える。
【００６７】
　出力コネクタ６７０は、光ファイバ６４２－０、６４２－１、６４２－２、および６４
２－３を介して入力コネクタ６１０から受信される光信号を、それぞれ、ＨＤＭＩ（登録
商標）データ受信装置に伝送するためのＨＤＭＩ（登録商標）　ＴＭＤＳチャネルデータ
Ｄ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－、およびＤ３＋／Ｄ３－にコンバート
するための、光信号調整装置６７２－０、６７２－１、６７２－２、および６７２－３と
、光検出装置６７４－０、６７４－１、６７４－２、および６７４－３と、電気信号調整
装置６７６－０、６７６－１、６７６－２、および６７６－３とを備える。出力コネクタ
６７０はまた、それぞれ、ワイヤ６５０－ＳＤＡ、６５０－ＳＣＬ、および６５０－ＣＥ
Ｃを介して入力コネクタ６１０と出力コネクタ６７０との間で伝送される双方向ＳＤＡ、
ＳＣＬ、およびＣＥＣ信号を処理するための、バスアービタ６８０－ＳＤＡ、６８０－Ｓ
ＣＬ、および６８０－ＣＥＣと、事後信号調整装置６８２－ＳＤＡ、６８２－ＳＣＬ、お
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よび６８２－ＣＥＣと、Ｉ／Ｏアービタ６８４－ＳＤＡ、６８４－ＳＣＬ、および６８４
－ＣＥＣと、事前信号調整装置６８６－ＳＤＡ、６８６－ＳＣＬ、および６８６－ＣＥＣ
も備える。
【００６８】
　図６Ｂは、本開示の別の側面による、ＨＤＭＩ（登録商標）に準拠する信号を伝送する
ために構成される別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル６９０の図を例証
する。要約すれば、通信ケーブル６９０は、概して、通信ケーブル２００のように構成さ
れ、具体的には、ＨＤＭＩ（登録商標）データソースとＨＤＭＩ（登録商標）データ受信
装置との間にＨＤＭＩ（登録商標）に準拠する信号を伝送するように構成される。特に、
通信ケーブル６９０は、ＨＤＭＩ（登録商標）データソースに接続するための入力コネク
タ６１０と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジング６
４０と、ＨＤＭＩ（登録商標）データ受信装置に接続するための出力コネクタ６７０とを
備える。
【００６９】
　入力コネクタ６１０は、ＨＤＭＩ（登録商標）データソースから受信されるＨＤＭＩ（
登録商標）　ＴＭＤＳチャネルデータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－
、およびＤ３＋／Ｄ３－を、光ファイバ６４２を経由して出力コネクタ６７０に伝送する
ための多重化された光信号にコンバートするための、信号調整装置６１２－０、６１２－
１、６１２－２、および６１２－３と、多重化装置６１４と、レーザソース６１６とを備
える。入力コネクタ６１０はまた、それぞれ、ワイヤ６５０－ＳＤＡ、６５０－ＳＣＬ、
および６５０－ＣＥＣを介して入力コネクタ６１０と出力コネクタ６７０との間で伝送さ
れる双方向ＳＤＡ、ＳＣＬ、およびＣＥＣ信号を処理するための、Ｉ／Ｏアービタ６２０
－ＳＤＡ、６２０－ＳＣＬ、および６２０－ＣＥＣと、事前信号調整装置６２２－ＳＤＡ
、６２２－ＳＣＬ、および６２２－ＣＥＣと、バスアービタ６２４－ＳＤＡ、６２４－Ｓ
ＣＬ、および６２４－ＣＥＣと、事後信号調整装置６２６－ＳＤＡ、６２６－ＳＣＬ、お
よび６２６－ＣＥＣも備える。
【００７０】
　出力コネクタ６７０は、光ファイバ６４２を介して入力コネクタ６７０から受信される
多重化された光信号を、それぞれ、ＨＤＭＩ（登録商標）データ受信装置に伝送するため
のＨＤＭＩ（登録商標）　ＴＭＤＳチャネルデータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ
２＋／Ｄ２－、およびＤ３＋／Ｄ３－にコンバートするための、光信号調整装置６７２と
、光検出装置６７４と、多重分離装置６７５と、電気信号調整装置６７６－０、６７６－
１、６７６－２、および６７６－３とを備える。出力コネクタ６７０はまた、それぞれ、
ワイヤ６５０－ＳＤＡ、６５０－ＳＣＬ、および６５０－ＣＥＣを介して入力コネクタ６
１０と出力コネクタ６７０との間で伝送される双方向ＳＤＡ、ＳＣＬ、およびＣＥＣ信号
を処理するための、バスアービタ６８０－ＳＤＡ、６８０－ＳＣＬ、および６８０－ＣＥ
Ｃと、事後信号調整装置６８２－ＳＤＡ、６８２－ＳＣＬ、および６８２－ＣＥＣと、Ｉ
／Ｏアービタ６８４－ＳＤＡ、６８４－ＳＣＬ、および６８４－ＣＥＣと、事前信号調整
装置６８６－ＳＤＡ、６８６－ＳＣＬ、および６８６－ＣＥＣも備える。
【００７１】
　図７Ａは、本開示の別の側面による、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔに準拠する信号を伝送す
るために構成される例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル７００の図を例証す
る。要約すれば、通信ケーブル７００は、概して、通信ケーブル１００のように構成され
、具体的には、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータソースとＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータ受
信装置との間にＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔに準拠する信号を伝送するように構成される。特
に、通信ケーブル７００は、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータソースに接続するための入力
コネクタ７１０と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジ
ング７４０と、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータ受信装置に接続するための出力コネクタ７
７０とを備える。
【００７２】
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　入力コネクタ７１０は、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータソースから受信されるＤｉｓｐ
ｌａｙＰｏｒｔ　ＴＭＤＳチャネルデータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ
２－、およびＤ３＋／Ｄ３－を、それぞれ、光ファイバ７４２－０、７４２－１、７４２
－２、および７４２－３を経由して出力コネクタ７７０に伝送するための光信号にコンバ
ートするための、信号調整装置７１２－０、７１２－１、７１２－２、および７１２－３
と、レーザソース７１４－０、７１４－１、７１４－２、および７１４－３とを備える。
入力コネクタ７１０はまた、それぞれ、ワイヤ７５０－ＡＵＸ＋および７５０－ＡＵＸ－
を介して入力コネクタ７１０と出力コネクタ７７０との間で伝送される双方向信号ＡＵＸ
＋およびＡＵＸ－を処理するための、Ｉ／Ｏアービタ７２０－ＡＵＸ＋および７２０－Ａ
ＵＸ－と、事前信号調整装置７２２－ＡＵＸ＋および７２２－ＡＵＸ－と、バスアービタ
７２４－ＡＵＸ＋および７２４－ＡＵＸ－と、事後信号調整装置７２６－ＡＵＸ＋および
７２６－ＡＵＸ－も備える。
【００７３】
　出力コネクタ７７０は、光ファイバ７４２－０、７４２－１、７４２－２、および７４
２－３を介して入力コネクタ７１０から受信される光信号を、それぞれ、Ｄｉｓｐｌａｙ
Ｐｏｒｔデータ受信装置に伝送するためのＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ　ＴＭＤＳチャネルデ
ータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－、およびＤ３＋／Ｄ３－にコンバ
ートするための、光信号調節装置７７２－０、７７２－１、７７２－２、および７７２－
３と、光検出装置７７４－０、７７４－１、７７４－２、および７７４－３と、電気信号
調整装置７７６－０、７７６－１、７７６－２、および７７６－３とを備える。出力コネ
クタ７７０はまた、それぞれ、ワイヤ７５０－ＡＵＸ＋および７５０－ＡＵＸ－を介して
入力コネクタ７１０と出力コネクタ７７０との間で伝送される双方向ＡＵＸ＋およびＡＵ
Ｘ－信号を処理するための、バスアービタ７８０－ＡＵＸ＋および７８０－ＡＵＸ－と、
事後信号調整装置７８２－ＡＵＸ＋および７８２－ＡＵＸ－と、Ｉ／Ｏアービタ７８４－
ＡＵＸ＋および７８４－ＡＵＸ－と、事前信号調整装置７８６－ＡＵＸ＋および７８６－
ＡＵＸ－も備える。
【００７４】
　図７Ｂは、本開示の別の側面による、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔに準拠する信号を伝送す
るために構成される別の例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル７９０の図を例
証する。要約すれば、通信ケーブル７９０は、概して、通信ケーブル２００のように構成
され、具体的には、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータソースとＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデー
タ受信装置との間にＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔに準拠する信号を伝送するように構成される
。特に、通信ケーブル７９０は、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータソースに接続するための
入力コネクタ７１０と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハ
ウジング７４０と、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータ受信装置に接続するための出力コネク
タ７７０とを備える。
【００７５】
　入力コネクタ７１０は、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータソースから受信されるＤｉｓｐ
ｌａｙＰｏｒｔ　ＴＭＤＳチャネルデータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ
２－、およびＤ３＋／Ｄ３－を、光ファイバ７４２を経由して出力コネクタ７７０に伝送
するための多重化された光信号にコンバートするための、信号調整装置７１２－０、７１
２－１、７１２－２、および７１２－３と、多重化装置７１４と、レーザソース７１６と
を備える。入力コネクタ７１０はまた、それぞれ、ワイヤ７５０－ＡＵＸ＋および７５０
－ＡＵＸ－を介して入力コネクタ７１０と出力コネクタ７７０との間で伝送される双方向
ＡＵＸ＋およびＡＵＸ－信号を処理するための、Ｉ／Ｏアービタ７２０－ＡＵＸ＋および
７２０－ＡＵＸ－と、事前信号調整装置７２２－ＡＵＸ＋および７２２－ＡＵＸ－と、バ
スアービタ７２４－ＡＵＸ＋および７２４－ＡＵＸと、事後信号調整装置７２６－ＡＵＸ
＋および７２６－ＡＵＸ－も備える。
【００７６】
　出力コネクタ７７０は、光ファイバ７４２を介して入力コネクタ７１０から受信される
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多重化された光信号を、それぞれ、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔデータ受信装置に伝送するた
めのＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔ　ＴＭＤＳチャネルデータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－
、Ｄ２＋／Ｄ２－、およびＤ３＋／Ｄ３－にコンバートするための、光信号調整装置７７
２と、光検出装置７７４と、多重分離装置７７５と、電気信号調整装置７７６－０、７７
６－１、７７６－２、および７７６－３とを備える。出力コネクタ７７０はまた、それぞ
れ、ワイヤ７５０－ＡＵＸ＋および７５０－ＡＵＸ－を介して入力コネクタ７１０と出力
コネクタ７７０との間で伝送される双方向信号ＡＵＸ＋およびＡＵＸ－を処理するための
、バスアービタ７８０－ＡＵＸ＋および７８０－ＡＵＸ－と、事後信号調整装置７８２－
ＡＵＸ＋および７８２－ＡＵＸ－と、Ｉ／Ｏアービタ７８４－ＡＵＸ＋および７８４－Ａ
ＵＸ－と、事前信号調整装置７８６－ＡＵＸ＋および７８６－ＡＵＸ－も備える。
【００７７】
　図８Ａは、本開示の別の側面による、ＤＶＩに準拠する信号を伝送するために構成され
る例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル８００の図を例証する。要約すれば、
通信ケーブル８００は、概して、通信ケーブル１００のように構成され、具体的には、Ｄ
ＶＩデータソースとＤＶＩデータ受信装置との間にＤＶＩに準拠する信号を伝送するよう
に構成される。特に、通信ケーブル８００は、ＤＶＩデータソースに接続するための入力
コネクタ８１０と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジ
ング８４０と、ＤＶＩデータ受信装置に接続するための出力コネクタ８７０とを備える。
【００７８】
　入力コネクタ８１０は、ＤＶＩデータソースから受信されるＤＶＩ　ＴＭＤＳチャネル
データＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－、Ｄ３＋／Ｄ３－、Ｄ４＋／Ｄ
４－、Ｄ５＋／Ｄ５－、およびＤ６＋／Ｄ６－を、それぞれ、光ファイバ８４２－０、８
４２－１、８４２－２、８４２－３、８４２－４、８４２－５、および８４２－６を経由
して出力コネクタ８７０に伝送するための光信号にコンバートするための、信号調整装置
８１２－０、８１２－１、８１２－２、８１２－３、８１２－４、８１２－５、および８
１２－６と、レーザソース８１４－０、８１４－１、８１４－２、８１４－３、８１４－
４、８１４－５、および８１４－６とを備える。入力コネクタ８１０はまた、それぞれ、
ワイヤ８５０－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８５０－ＤＤＣ　ＣＬＫを介して入力コネクタ８
１０と出力コネクタ８７０との間で伝送される双方向ディスプレイデータチャネル（ＤＤ
Ｃ　ＤＡＴＡ）およびディスプレイデータクロック（ＤＤＣ　ＣＬＫ）信号を処理するた
めの、Ｉ／Ｏアービタ８２０－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８２０－ＤＤＣ　ＣＬＫと、事前
信号調整装置８２２－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８２２－ＤＤＣ　ＣＬＫと、バスアービタ
８２４－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８２４－ＤＤＣ　ＣＬＫと、事後信号調整装置８２６－
ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８２６－ＤＤＣ　ＣＬＫも備える。
【００７９】
　出力コネクタ８７０は、光ファイバ８４２－０、８４２－１、８４２－２、８４２－４
、８４２－４、８４２－５および８４２－６を介して入力コネクタ８１０から受信される
光信号を、それぞれ、ＤＶＩデータ受信装置に伝送するためのＤＶＩ　ＴＭＤＳチャネル
データＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－、Ｄ３＋／Ｄ３－、Ｄ４＋／Ｄ
４－、Ｄ５＋／Ｄ５－、およびＤ６＋／Ｄ６－にコンバートするための、光信号調節装置
８７２－０、８７２－１、８７２－２、８７２－３、８７２－４、８７２－５、および８
７２－６と、光検出装置８７４－０、８７４－１、８７４－２、８７４－３、８７４－４
、８７４－５、および８７４－６と、電気信号調整装置８７６－０、８７６－１、８７６
－２、８７６－３、８７６－４、８７６－５、および８７６－６とを備える。出力コネク
タ８７０はまた、それぞれ、ワイヤ８５０－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８５０－ＤＤＣ　Ｃ
ＬＫを介して入力コネクタ８１０と出力コネクタ８７０との間で伝送される双方向信号Ｄ
ＤＣ　ＤＡＴＡおよびＤＤＣ　ＣＬＫを処理するための、バスアービタ８８０－ＤＤＣ　
ＤＡＴＡおよび８８０－ＤＤＣ　ＣＬＫと、事後信号調整装置８８２－ＤＤＣ　ＤＡＴＡ
および８８２－ＤＤＣ　ＣＬＫと、Ｉ／Ｏアービタ８８４－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８８
４－ＤＤＣ　ＣＬＫと、事前信号調整装置８８６－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８８６－ＤＤ
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Ｃ　ＣＬＫも備える。
【００８０】
　図８Ｂは、本開示の別の側面による、ＤＶＩに準拠する信号を伝送するために構成され
る例示的ハイブリッド電気－光データ通信ケーブル８９０の図を例証する。要約すれば、
通信ケーブル８９０は、概して、通信ケーブル２００のように構成され、具体的には、Ｄ
ＶＩデータソースとＤＶＩデータ受信装置との間にＤＶＩに準拠する信号を伝送するよう
に構成される。特に、通信ケーブル８９０は、ＤＶＩデータソースに接続するための入力
コネクタ８１０と、ケーブルの伝送媒体を保護するように囲繞するためのケーブルハウジ
ング８４０と、ＤＶＩデータ受信装置に接続するための出力コネクタ８７０とを備える。
【００８１】
　入力コネクタ８１０は、ＤＶＩデータソースから受信されるＤＶＩ　ＴＭＤＳチャネル
データＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－、Ｄ３＋／Ｄ３－、Ｄ４＋／Ｄ
４－、Ｄ５＋／Ｄ５－、およびＤ６＋／Ｄ６－を、光ファイバ８４２を経由して出力コネ
クタ８７０に伝送するための多重化された光信号にコンバートするための、信号調整装置
８１２－０、８１２－１、８１２－２、８１２－３、８１２－４、８１２－５、および８
１２－６と、多重化装置８１４と、レーザソース８１６とを備える。入力コネクタ８１０
はまた、それぞれ、ワイヤ８５０－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８５０－ＤＤＣ　ＣＬＫを介
して入力コネクタ８１０と出力コネクタ８７０との間で伝送される双方向信号ＤＤＣ　Ｄ
ＡＴＡおよびＤＤＣ　ＣＬＫを処理するための、Ｉ／Ｏアービタ８２０－ＤＤＣ　ＤＡＴ
Ａおよび８２０－ＤＤＣ　ＣＬＫと、事前信号調整装置８２２－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび
８２２－ＤＤＣ　ＣＬＫと、バスアービタ８２４－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８２４－ＤＤ
Ｃ　ＣＬＫと、事後信号調整装置８２６－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８２６－ＤＤＣ　ＣＬ
Ｋも備える。
【００８２】
　出力コネクタ８７０は、光ファイバ８４２を介して入力コネクタ８１０から受信される
多重化された光信号を、それぞれ、ＤＶＩデータ受信装置に伝送するためのＤＶＩ　ＴＭ
ＤＳチャネルデータＤ０＋／Ｄ０－、Ｄ１＋／Ｄ１－、Ｄ２＋／Ｄ２－、Ｄ３＋／Ｄ３－
、Ｄ４＋／Ｄ４－、Ｄ５＋／Ｄ５－、およびＤ６＋／Ｄ６－にコンバートするための、光
信号調整装置８７２と、光検出装置８７４と、電気信号調整装置８７６－０、８７６－１
、８７６－２、８７６－３、８７６－４、８７６－５、および８７６－６とを備える。出
力コネクタ８７０はまた、それぞれ、ワイヤ８５０－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８５０－Ｄ
ＤＣ　ＣＬＫを介して入力コネクタ８１０と出力コネクタ８７０との間で伝送される双方
向信号ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよびＤＤＣ　ＣＬＫを処理するための、バスアービタ８８０－
ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８８０－ＤＤＣ　ＣＬＫと、事後信号調整装置８８２－ＤＤＣ　
ＤＡＴＡおよび８８２－ＤＤＣ　ＣＬＫと、Ｉ／Ｏアービタ８８４－ＤＤＣ　ＤＡＴＡお
よび８８４－ＤＤＣ　ＣＬＫと、事前信号調整装置８８６－ＤＤＣ　ＤＡＴＡおよび８８
６－ＤＤＣ　ＣＬＫも備える。
【００８３】
　本発明が、種々の実施形態と関係して説明されているが、本発明は、さらなる修正が可
能であることが理解されるであろう。本願は、概して、本発明の原理に従う、そして本発
明が関連する技術内の公知のおよび慣行的な実践の範疇に入る本開示からの逸脱を含む、
本発明の任意の変形例、使用、または適応を対象とすることが意図される。
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