
JP 2017-151966 A 2017.8.31

10

(57)【要約】
【課題】ディスプレイポート光コネクタを提供する。
【解決手段】ホスト側補助連結部及びディスプレイ側補
助連結部を含むディスプレイポート光コネクタに係り、
該ホスト側補助連結部は、外部装置と通信を行うことに
より、ディスプレイ装置のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを保存
し、ホスト装置の補助信号端子に連結されれば、ディス
プレイ装置の代わりに、ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤをホスト
装置に提供し、該ディスプレイ側補助連結部は、ディス
プレイ装置の補助信号端子に接続されれば、ホスト装置
の代わりに、ディスプレイ装置のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤ
を読み取って保存し、ホスト装置の代わりに、ディスプ
レイ装置とＤＰＣＤ通信を行いながら、ディスプレイ側
主連結部の動作を制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＶＥＳＡ（Video Electronics Standards Association）のディスプレイポート通信規
定により、ホスト装置とディスプレイ装置とを互いに連結するディスプレイポート光コネ
クタにおいて、
　前記ホスト装置の主信号端子と補助信号端子とに接続されるホスト側連結部と、
　前記ディスプレイ装置の主信号端子と補助信号端子とに接続されるディスプレイ側連結
部と、
　前記ホスト側連結部と前記ディスプレイ側連結部とを連結する光ケーブルと、を含み、
　前記ホスト側連結部は、
　前記ホスト装置の主信号端子に連結されるホスト側主連結部と、
　前記ホスト装置の補助信号端子に連結されるホスト側補助連結部と、を含み、
　前記ディスプレイ側連結部は、
　前記ディスプレイ装置の主信号端子に連結されるディスプレイ側主連結部と、
　前記ディスプレイ装置の補助信号端子に連結されるディスプレイ側補助連結部と、を含
み、
　前記ホスト側補助連結部は、
外部装置と通信を行うことにより、前記ディスプレイ装置のＥＤＩＤ（extended display
 identification data）及びＤＰＣＤ（display port configuration data）を保存し、
前記ホスト装置の補助信号端子に連結されれば、前記ディスプレイ装置の代わりに、前記
ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを、前記ホスト装置に提供し、
　前記ディスプレイ側補助連結部は、
　前記ディスプレイ装置の補助信号端子に接続されれば、前記ホスト装置の代わりに、前
記ディスプレイ装置のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを読み取って保存し、前記ホスト装置の代わ
りに、前記ディスプレイ装置と前記ＤＰＣＤ通信を行いながら、前記ディスプレイ側主連
結部の動作を制御するディスプレイポート光コネクタ。
【請求項２】
　前記光ケーブルは、
　前記ホスト側主連結部と前記ディスプレイ側主連結部とを連結することを特徴とする請
求項１に記載のディスプレイポート光コネクタ。
【請求項３】
　前記ホスト側補助連結部は、
　外部装置との通信のためのホスト側直列通信インターフェースを具備し、前記ホスト側
直列通信インターフェースを介して入力されたプログラムを保存し、保存されたプログラ
ムによって動作することを特徴とする請求項２に記載のディスプレイポート光コネクタ。
【請求項４】
　前記ホスト側補助連結部は、
　前記ＤＰＣＤによる伝送条件情報を前記ホスト装置から入力され、前記直列通信インタ
ーフェースを介して、外部装置と通信を行うとき、前記伝送条件情報を前記外部装置に伝
送することを特徴とする請求項３に記載のディスプレイポート光コネクタ。
【請求項５】
　前記ホスト装置の補助信号端子は、補助＋信号端子、補助－信号端子、電源端子及び接
続信号端子を含み、
　前記ホスト側補助連結部は、
　ホスト側メモリと、
　マンチェスターＩＩ方式によって、デコーディングを行うホスト側デコーダと、
　マンチェスターＩＩ方式によって、エンコーディングを行うホスト側エンコーダと、
　前記補助＋信号端子及び補助－信号端子からの直列差動信号を、前記ディスプレイポー
ト通信規定によって、並列入力信号に変換し、前記ホスト側デコーダに入力し、前記ホス
ト側エンコーダからの並列出力信号を、前記ディスプレイポート通信規定により、直列差
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動信号に変換し、前記補助＋信号端子及び補助－信号端子に出力するホスト側双方向変換
部と、
　外部装置との通信のためのホスト側直列通信インターフェースを具備し、外部装置と通
信を行うことにより、前記ディスプレイ装置のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを、前記ホスト側メ
モリに保存し、前記ホスト側デコーダからの並列入力信号を受信しながら、前記ＥＤＩＤ
及びＤＰＣＤを、前記ホスト側エンコーダに出力するホスト側制御部と、
　前記接続信号ＨＰＤの端子からの接続信号を、前記ホスト側制御部に入力し、前記ホス
ト側制御部からの接続信号を、前記接続信号ＨＰＤの端子に出力する双方向スイッチと、
を含むことを特徴とする請求項２に記載のディスプレイポート光コネクタ。
【請求項６】
　前記ホスト側制御部は、
　前記ホスト側直列通信インターフェースを介して入力されたプログラムを、前記ホスト
側メモリに保存し、保存されたプログラムによって動作することを特徴とする請求項５に
記載のディスプレイポート光コネクタ。
【請求項７】
　前記ホスト側制御部は、
　前記ＤＰＣＤによる前記ホスト装置の伝送条件情報を、前記ホスト側デコーダを介して
入力され、前記直列通信インターフェースを介して、外部装置と通信を行うとき、前記伝
送条件情報を、前記外部装置に伝送することを特徴とする請求項６に記載のディスプレイ
ポート光コネクタ。
【請求項８】
　前記ディスプレイ側補助連結部は、
　外部装置との通信のためのディスプレイ側直列通信インターフェースを具備し、前記デ
ィスプレイ側直列通信インターフェースを介して入力されたプログラムを保存し、保存さ
れたプログラムによって動作することを特徴とする請求項２に記載のディスプレイポート
光コネクタ。
【請求項９】
　前記ディスプレイ側補助連結部は、
　前記直列通信インターフェースを介して、外部装置と通信を行うとき、前記ＤＰＣＤに
よる伝送条件情報を入力され、
　入力された伝送条件情報によって適用対象の伝送条件を設定し、
　前記適用対象の伝送条件を、前記ディスプレイ装置に伝送し、
　前記適用対象の伝送条件によって、前記ディスプレイ側主連結部の動作を制御し、
　前記ディスプレイ装置からの不適切通知信号によって、前記適用対象の伝送条件を変更
することを特徴とする請求項８に記載のディスプレイポート光コネクタ。
【請求項１０】
　前記ディスプレイ装置の補助信号端子は、補助＋信号端子、補助－信号端子、電源端子
及び接続信号端子を含み、
　前記ディスプレイ側補助連結部は、
　ディスプレイ側メモリと、
　マンチェスターＩＩ方式によって、デコーディングを行うディスプレイ側デコーダと、
　マンチェスターＩＩ方式によって、エンコーディングを行うディスプレイ側エンコーダ
と、
　前記補助＋信号端子及び補助－信号端子からの直列差動信号を、前記ディスプレイポー
ト通信規定によって並列入力信号に変換し、前記ディスプレイ側デコーダに入力し、前記
ディスプレイ側エンコーダからの並列出力信号を、前記ディスプレイポート通信規定によ
って直列差動信号に変換し、前記補助＋信号端子及び補助－信号端子に出力するディスプ
レイ側双方向変換部と、
　外部装置との通信のためのホスト側直列通信インターフェースを具備し、前記ディスプ
レイ側デコーダからの並列入力信号による前記ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを読み取り、前記デ
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ィスプレイ側メモリに保存し、前記ホスト装置の代わりに、前記ディスプレイ装置と前記
ＤＰＣＤ通信を行いながら、前記ディスプレイ側主連結部の動作を制御するディスプレイ
側制御部と、
　前記電源端子からの電源電圧と、前記接続信号ＨＰＤの端子からの接続信号とがいずれ
も論理「１」状態である間、論理「１」の信号を、前記ディスプレイ側制御部に入力する
論理積（ＡＮＤ）ゲートと、を含むことを特徴とする請求項２に記載のディスプレイポー
ト光コネクタ。
【請求項１１】
　前記ディスプレイ側制御部は、
　前記ディスプレイ側直列通信インターフェースを介して入力されたプログラムを、前記
ディスプレイ側メモリに保存し、保存されたプログラムによって動作することを特徴とす
る請求項１０に記載のディスプレイポート光コネクタ。
【請求項１２】
　前記ディスプレイ側制御部は、
　前記直列通信インターフェースを介して、外部装置と通信を行うとき、前記ＤＰＣＤに
よる伝送条件情報を入力され、
　入力された伝送条件情報によって、適用対象の伝送条件情報を設定し、
　前記適用対象の伝送条件情報を、前記ディスプレイ側エンコーダに入力し、
　前記適用対象の伝送条件情報により、前記ディスプレイ側主連結部の動作を制御し、
　前記ディスプレイ側デコーダからの不適切通知信号により、前記適用対象の伝送条件情
報を変更することを特徴とする請求項１１に記載のディスプレイポート光コネクタ。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイポート（display-port）光コネクタに係り、さらに詳細には、
ＶＥＳＡ（Video Electronics Standards Association）のディスプレイポート通信規定
によって、ホスト装置とディスプレイ装置とを互いに連結するディスプレイポート光コネ
クタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、ＶＥＳＡのディスプレイポート通信規定による一般的なディスプレイポートシ
ステムを示している。図１を参照し、一般的なディスプレイポートシステムについて説明
すれば、次の通りである。
【０００３】
　ディスプレイ装置１２内の制御部１２１には、ディスプレイ装置１２の構成情報及び制
御情報であるＥＤＩＤ（extended display identification data）、並びにディスプレイ
装置１２の受信条件情報であるＤＰＣＤ（display-port configuration data）が記録さ
れている。
【０００４】
　ホスト装置１１内の制御部１１１は、ディスプレイポート通信規定によって、ディスプ
レイ装置１２内の直列ＥＥＰＲＯＭ（electrically erasable programmable read-only m
emory）に保存されているＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを受信した後、受信されたＥＤＩＤ及び
ＤＰＣＤによって、主信号をディスプレイ装置１２内の制御部１２１に伝送する。ここで
、主信号とは、クロック信号が内蔵された映像信号を意味する。
【０００５】
　かような送信過程において、ホスト装置１１内の制御部１１１は、ＶＥＳＡのディスプ
レイポート通信規定によって、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１とＤＰＣＤ通信を
行う。該ＤＰＣＤ通信（「リンクトレーニング（link training）」のための通信という
）を要約すれば、次の通りである。
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【０００６】
　第１に、ホスト装置１１内の制御部１１１は、受信されたＤＰＣＤによって、ホスト装
置１１の予定された伝送条件情報をディスプレイ装置１２内の制御部１２１に伝送する。
【０００７】
　第２に、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１は、受信された伝送条件情報によって
、主信号を受信する。
【０００８】
　第３に、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１は、主信号を受信する過程において、
誤謬が発生すれば、伝送条件が自体に適さないという信号を、接続信号ＨＰＤを介して、
ホスト装置１１内の制御部１１１に伝送する。例えば、ディスプレイ装置１２内の制御部
１２１は、論理１及び論理０を反復するパルス列の接続信号ＨＰＤ（hot plug detection
）を、ホスト装置１１内の制御部１１１に伝送する。参考までに、ディスプレイ装置１２
が正常に動作する間、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１は、論理１の接続信号ＨＰ
Ｄをホスト装置１１内の制御部１１１に伝送する。
【０００９】
　第４に、伝送条件が自体に適さないという信号を、接続信号ＨＰＤを介して発すれば、
ホスト装置１１内の制御部１１１は、ホスト装置１１の予定された伝送条件情報を変更し
、変更された伝送条件情報をディスプレイ装置１２内の制御部１２１に伝送する。
【００１０】
　そして、第５に、前記第２ないし第４の段階が反復して遂行される。
【００１１】
　一方、ホスト装置１１内のディスプレイポートインターフェース１１２は、主信号送信
部１１２ｍ及び補助信号受信部１１２ｓを含む。
【００１２】
　主信号送信部１１２ｍは、制御部１１１からの並列主信号を差動補助信号に変換し、８
ラインからなる４対の差動補助信号Ｌ１＋Ｌ１－，Ｌ２＋Ｌ２－，Ｌ３＋Ｌ３－，Ｌ４＋
Ｌ４－に伝送する。
【００１３】
　補助信号受信部１１２ｓは、２ラインからなる１対の差動補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－
をディスプレイ装置１２から受信し、それをディスプレイポート通信規定によって並列入
力信号に変換し、制御部１１１に入力する。該通信のために、補助信号受信部１１２ｓは
、制御部１１１からの並列出力信号を、ディスプレイポート通信規定によって、差動補助
信号に変換し、２ラインからなる１対の差動補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－をディスプレイ
装置１２に伝送する。
【００１４】
　図１において参照符号ＶＤは、ホスト装置１１及びディスプレイ装置１２それぞれから
の電源電圧を示し、ＨＰＤは、ディスプレイ装置１２からの接続信号を示す。ディスプレ
イ装置１２が動作中である場合、接続信号ＨＰＤが論理「１」状態であるので、ホスト装
置１１内の制御部１１１は、ディスプレイ装置１２との接続いかんを判断することができ
る。
【００１５】
　ディスプレイ装置１２内の制御部１２１は、ディスプレイポート通信規定によって記録
されているＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを、ホスト装置１１内の制御部１１１に伝送し、ホスト
装置１１内の制御部１１１からの主信号を受信する。
【００１６】
　ディスプレイ装置１２内のディスプレイポートインターフェース１２２は、主信号受信
部１２２ｍ及び補助信号送信部１２２ｓを含む。
【００１７】
　主信号受信部１２２ｍは、８ラインからなる４対の差動補助信号Ｌ１＋Ｌ１－，Ｌ２＋
Ｌ２－，Ｌ３＋Ｌ３－，Ｌ４＋Ｌ４－を、ディスプレイポート通信規定によって並列入力
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信号に変換し、制御部１２１に入力する。
【００１８】
　補助信号送信部１２２ｓは、制御部１２１からの並列出力信号を、ディスプレイポート
通信規定によって差動補助信号に変換し、２ラインからなる１対の差動補助信号ＡＵＸ＋
，ＡＵＸ－をホスト装置１１に伝送する。該通信のために、補助信号送信部１２２ｓは、
２ラインからなる１対の差動補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－をホスト装置１１から受信し、
それをディスプレイポート通信規定によって並列入力信号に変換し、制御部１２１に入力
する。
【００１９】
　図２は、一般的なディスプレイポート光コネクタ２３が使用されたディスプレイポート
システムを示している。図２において、図１と同一の参照符号は、同一機能の対象を示す
。
【００２０】
　図２を参照すれば、一般的なディスプレイポート光コネクタ２３は、ホスト側連結部２
１、ディスプレイ側連結部２２及び光ケーブル２４を含む。
【００２１】
　ホスト側連結部２１は、ホスト装置１１の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－の端子と、補助信
号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤの端子とに接続される。
【００２２】
　ディスプレイ側連結部２２は、ディスプレイ装置１２の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－の端
子と、補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤの端子とに接続される。
【００２３】
　光ケーブル２４は、ホスト側連結部２１とディスプレイ側連結部２２とを連結する。
【００２４】
　ホスト側連結部２１は、ホスト側主連結部２１ｂ及びホスト側補助連結部２１ａを含む
。
【００２５】
　ホスト側主連結部２１ｂは、ホスト装置１１の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－の端子に連結
される。
【００２６】
　ホスト側補助連結部２１ａは、ホスト装置１１の補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤ
の端子に連結される。
【００２７】
　ディスプレイ側連結部２２は、ディスプレイ側主連結部２２ｂ及びディスプレイ側補助
連結部２２ａを含む。
【００２８】
　ディスプレイ側主連結部２２ｂは、ディスプレイ装置１２の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－
の端子に連結される。
【００２９】
　ディスプレイ側補助連結部２２ａは、ディスプレイ装置１２の補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵ
Ｘ－，ＨＰＤの端子に連結される。
【００３０】
　ホスト側主連結部２１ｂからディスプレイ側主連結部２２ｂに伝送される主信号Ｌ１＋
ないしＬ４－は、光信号として伝送される。
【００３１】
　ホスト側補助連結部２１ａと、ディスプレイ側補助連結部２２ａとの間での補助信号Ａ
ＵＸ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤは、光信号として伝送される。
【００３２】
　前述のような一般的なディスプレイポート光コネクタによれば、次のような問題点があ
る。
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【００３３】
　第１に、ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤが１対の直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－として長距離
に伝送されるか、あるいはＤＰＣＤ通信が行われる場合、ノイズ発生及び信号減衰が起き
てしまう。
【００３４】
　第２に、固有映像伝送機能だけがあるだけであり、ユーザとの交流機能が存在しない。
それにより、映像伝送問題によってディスプレイ画質が低下する場合、それを改善するこ
とができない。
【００３５】
　前記背景技術の問題点は、発明者が本発明導出のために保有していたか、あるいは本発
明の導出過程で習得した内容であり、必ずしも本発明の出願前に一般公衆に公知された内
容であるものではない。
【００３６】
　なお、関連先行技術文献として、特許文献１がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３７】
【特許文献１】大韓民国登録特許公報第８６１７６９号（出願人：オプティシス株式会社
、発明の名称：デジタル映像データを伝送するデジタル映像伝送システム）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３８】
　本発明が解決しようとする課題は、ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤの伝送、またはＤＰＣＤ通信
が行われる場合、ノイズ発生及び信号減衰の根本的問題点を解消するディスプレイポート
光コネクタを提供することである。
【００３９】
　本発明が解決しようとする課題はまた、映像伝送問題によってディスプレイ画質が低下
する場合、それを改善させるディスプレイポート光コネクタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００４０】
　本発明の一側面によれば、ＶＥＳＡのディスプレイポート通信規定により、ホスト装置
とディスプレイ装置とを互いに連結するディスプレイポート光コネクタにおいて、ホスト
側連結部、ディスプレイ側連結部及び光ケーブルを含む。
【００４１】
　前記ホスト側連結部は、前記ホスト装置の主信号端子と補助信号端子とに接続される。
【００４２】
　前記ディスプレイ側連結部は、前記ディスプレイ装置の主信号端子と補助信号端子とに
接続される。
【００４３】
　前記光ケーブルは、前記ホスト側連結部と前記ディスプレイ側連結部とを連結する。
【００４４】
　前記ホスト側連結部は、ホスト側主連結部及びホスト側補助連結部を含む。
【００４５】
　前記ホスト側主連結部は、前記ホスト装置の主信号端子に連結される。
【００４６】
　前記ホスト側補助連結部は、前記ホスト装置の補助信号端子に連結される。
【００４７】
　前記ディスプレイ側連結部は、ディスプレイ側主連結部及びディスプレイ側補助連結部
を含む。
【００４８】
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　前記ディスプレイ側主連結部は、前記ディスプレイ装置の主信号端子に連結される。
【００４９】
　前記ディスプレイ側補助連結部は、前記ディスプレイ装置の補助信号端子に連結される
。
【００５０】
　前記ホスト側補助連結部は、外部装置と通信を行うことにより、前記ディスプレイ装置
のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを保存し、前記ホスト装置の補助信号端子に連結されれば、前記
ディスプレイ装置の代わりに、前記ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを、前記ホスト装置に提供する
。
【００５１】
　前記ディスプレイ側補助連結部は、前記ディスプレイ装置の補助信号端子に接続されれ
ば、前記ホスト装置の代わりに、前記ディスプレイ装置のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを読み取
って保存し、前記ホスト装置の代わりに、前記ディスプレイ装置と前記ＤＰＣＤ通信を行
いながら、前記ディスプレイ側主連結部の動作を制御する。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明によれば、第１に、ホスト側補助連結部は、ディスプレイ装置の代わりに、ＥＤ
ＩＤ及びＤＰＣＤを、ホスト装置に提供する。また、ディスプレイ側補助連結部は、該ホ
スト装置の代わりに、該ディスプレイ装置とＤＰＣＤ通信を行いながら、ディスプレイ側
主連結部の動作を制御する。
【００５３】
　それにより、光ケーブルから補助連結ラインが除去される。従って、ＥＤＩＤ及びＤＰ
ＣＤが直列差動信号として長距離に伝送されるか、あるいはＤＰＣＤの長距離通信が行わ
れる場合に生じるノイズ及び信号減衰の問題点が根本的に解消される。また、補助連結ラ
インが不要であるので、経済的である。
【００５４】
　本発明によれば、第２に、ホスト側補助連結部は、外部装置と通信を行う。従って、ユ
ーザのコンピュータまたは端末機は、該ホスト側補助連結部と通信することができる。従
って、映像伝送問題によってディスプレイ画質が低下する場合、それを改善することがで
きる。例えば、ユーザは、該ホスト側補助連結部のＤＰＣＤ通信プログラムを調整するこ
とにより、ホスト装置の伝送条件を調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】一般的なディスプレイポートシステムを示すブロック図である。
【図２】一般的なディスプレイポート光コネクタが使用されたディスプレイポートシステ
ムを示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態のディスプレイポート光コネクタが使用されたディスプレイ
ポートシステムを示すブロック図である。
【図４】図３でのホスト側補助連結部の内部構成を示すブロック図である。
【図５】図３でのディスプレイ側補助連結部の内部構成を示すブロック図である。
【図６】図４でのホスト側双方向変換部、または図５でのディスプレイ側双方向変換部の
内部構成を示すブロック図である。
【図７】（Ａ）は、図６において、直列差動信号と直列入出力信号との関係を示す波形図
であり、（Ｂ）は、図６において、直列差動信号と直列入出力信号との関係を示す波形図
である。
【図８】図４でのホスト側制御部の動作アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図９】図５でのディスプレイ側制御部の動作アルゴリズムを示すフローチャートである
。
【図１０】本発明の一実施形態のディスプレイポート光コネクタが応用される例を示す図
面である。
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【図１１】図３のディスプレイポート光コネクタのホスト側主連結部の内部構成を示すブ
ロック図である。
【図１２】図３のディスプレイポート光コネクタのディスプレイ側主連結部の内部構成を
示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下の説明、及び添付された図面は、本発明による動作を理解するためのものであり、
本技術分野の当業者が容易に具現することができる部分は省略する。
【００５７】
　また、本明細書及び図面は、本発明を制限するための目的に提供されるものではなく、
本発明の範囲は、特許請求の範囲によって決められるものである。本明細書で使用された
用語は、本発明を最も適切に表現するように、本発明の技術的思想に符合する意味及び概
念に解釈されなければならない。
【００５８】
　以下、添付された図面を参照しながら、本発明に適合する実施形態について詳細に説明
する。また、本明細書及び図面において、実質的に同一機能構成を有する構成要素につい
ては、同一符号を付することにより、重複説明を省略する。
【００５９】
　図３は、本発明の一実施形態のディスプレイポート光コネクタ３３が使用されたディス
プレイポートシステムを示している。図３において、図１と同一の参照符号は、同一機能
の対象を示す。
【００６０】
　図３を参照すれば、本実施形態のディスプレイポート光コネクタ３３は、ホスト側連結
部３１、ディスプレイ側連結部３２及び光ケーブル３４を含む。
【００６１】
　ホスト側連結部３１は、ホスト装置１１の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－の端子と、補助信
号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤの端子とに接続される。
【００６２】
　ディスプレイ側連結部３２は、ディスプレイ装置１２の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－の端
子と、補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤの端子とに接続される。
【００６３】
　光ケーブル３４は、ホスト側連結部３１とディスプレイ側連結部３２とを連結する。
【００６４】
　ホスト側連結部３１は、ホスト側主連結部３１ｂ及びホスト側補助連結部３１ａを含む
。
【００６５】
　ホスト側主連結部３１ｂは、ホスト装置１１の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－の端子に連結
される。
【００６６】
　ホスト側補助連結部３１ａは、ホスト装置１１の補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤ
の端子に連結される。
【００６７】
　ディスプレイ側連結部３２は、ディスプレイ側主連結部３２ｂ及びディスプレイ側補助
連結部３２ａを含む。
【００６８】
　ディスプレイ側主連結部３２ｂは、ディスプレイ装置１２の主信号Ｌ１＋ないしＬ４－
の端子に連結される。
【００６９】
　ディスプレイ側補助連結部３２ａは、ディスプレイ装置１２の補助信号ＡＵＸ＋，ＡＵ
Ｘ－，ＨＰＤの端子に連結される。
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【００７０】
　ホスト側主連結部３１ｂからディスプレイ側主連結部３２ｂに伝送される主信号Ｌ１＋
ないしＬ４－は、光信号として伝送される。
【００７１】
　ホスト側補助連結部３１ａとディスプレイ側補助連結部３２ａとの間での補助信号ＡＵ
Ｘ＋，ＡＵＸ－，ＨＰＤは、光信号として伝送される。
【００７２】
　図３において参照符号Ｓｈｅｃは、ホスト側補助連結部３１ａと外部装置（図示せず）
との間の通信信号、例えば、ＵＳＢ（universal serial bus）形式の通信信号を示す。ホ
スト側補助連結部３１ａは、外部装置と通信を行うことにより、ディスプレイ装置のＥＤ
ＩＤ（extended display identification data）及びＤＰＣＤ（display port configura
tion data）を保存する。また、ホスト側補助連結部３１ａは、ホスト装置１１の補助信
号端子に連結されれば、ディスプレイ装置１２の代わりに、ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤをホス
ト装置１１に提供する。
【００７３】
　ディスプレイ側補助連結部３２ａは、ディスプレイ装置１２の補助信号端子に接続され
れば、ホスト装置１１の代わりに、ディスプレイ装置１２のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを読み
取って保存し、ホスト装置１１の代わりに、ディスプレイ装置１２とＤＰＣＤ通信を行い
ながら、ディスプレイ側主連結部３２ｂの動作を制御する。図３において参照符号Ｓｄｃ
ｏは、ディスプレイ側補助連結部３２ａからディスプレイ側主連結部３２ｂに入力される
制御信号を示す。図３において参照符号Ｓｄｅｃは、ディスプレイ側補助連結部３２ａと
外部装置（図示せず）との間の通信信号、例えば、ＵＳＢ形式の通信信号を示す。ディス
プレイ側補助連結部３２ａと外部装置（図示せず）との通信ついては、図５を参照して説
明する。
【００７４】
　前述のような本実施形態のディスプレイポート光コネクタ３３によれば、次のような効
果がある。
【００７５】
　第１に、ホスト側補助連結部３１ａは、ディスプレイ装置１２の代わりに、ＥＤＩＤ及
びＤＰＣＤをホスト装置１１に提供する。また、ディスプレイ側補助連結部１２は、ホス
ト装置１１の代わりに、ディスプレイ装置１２とＤＰＣＤ通信を行いながら、ディスプレ
イ側主連結部３２ｂの動作を制御する。
【００７６】
　それにより、光ケーブル３４から補助連結ラインが除去される。従って、ＥＤＩＤ及び
ＤＰＣＤが直列差動信号として長距離に伝送されるか、あるいはＤＰＣＤの長距離通信が
行われる場合に生じるノイズ及び信号減衰の問題点が根本的に解消される。また、補助連
結ラインが不要であるので、経済的である。すなわち、光ケーブル３４は、ホスト側主連
結部３１ｂとディスプレイ側主連結部３２ｂとを連結する。
【００７７】
　第２に、ホスト側補助連結部３１ａは、外部装置と通信を行う。従って、ユーザのコン
ピュータまたは端末機は、ホスト側補助連結部３１ａと通信することができる。従って、
映像伝送問題によって、ディスプレイ画質が低下する場合、それを改善することができる
。例えば、ユーザは、ホスト側補助連結部３１ａのＤＰＣＤ通信プログラムを調整するこ
とにより、ホスト装置１１の伝送条件を調整することができる。
【００７８】
　本実施形態の場合、ホスト側補助連結部３１ａは、外部装置との通信のためのホスト側
直列通信インターフェースを具備し、ホスト側直列通信インターフェースを介して入力さ
れたプログラムを保存し、保存されたプログラムによって動作する。
【００７９】
　ここで、ホスト側補助連結部３１ａは、ＤＰＣＤによる伝送条件情報をホスト装置１１
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から入力され、前記直列通信インターフェースを介して、外部装置と通信を行うとき、前
記伝送条件情報を外部装置に伝送する。
【００８０】
　ディスプレイ側補助連結部３２ａは、外部装置との通信のためのディスプレイ側直列通
信インターフェースを具備し、ディスプレイ側直列通信インターフェースを介して入力さ
れたプログラムを保存し、保存されたプログラムによって動作する。
【００８１】
　ここで、ディスプレイ側補助連結部３１ａは、前記直列通信インターフェースを介して
、外部装置と通信を行うとき、ＤＰＣＤによる伝送条件情報を入力され、入力された伝送
条件情報によって、適用対象の伝送条件を設定し、設定された伝送条件の情報をディスプ
レイ装置１２に伝送する。また、ディスプレイ側補助連結部３１ａは、適用対象の伝送条
件によって、ディスプレイ側主連結部３２ｂの動作を制御し、ディスプレイ装置１２から
の不適切通知信号によって、適用対象の伝送条件を変更する。
【００８２】
　本実施形態の場合、ユーザのコンピュータまたは端末機は、ディスプレイ側補助連結部
３２ａと通信することができる。従って、映像伝送問題によってディスプレイ画質が低下
する場合、それを改善することができる。例えば、ユーザは、ディスプレイ側補助連結部
３２ａの伝送制御プログラムを調整することにより、ディスプレイ側主連結部３２ｂの伝
送条件を調整することができる。
【００８３】
　図４は、図３でのホスト側補助連結部３１ａの内部構成を示している。図４において、
図３と同一の参照符号は、同一機能の対象を示す。図３及び４を参照し、ホスト側補助連
結部３１ａの内部構成及び動作について説明すれば、次の通りである。
【００８４】
　ホスト装置１１の補助信号端子は、補助＋信号端子４０１、補助－信号端子４０２、電
源端子４０３及び接続信号端子（４０４）を含む。
【００８５】
　ホスト側補助連結部３１ａは、ホスト側メモリ４７、ホスト側デコーダ４４、ホスト側
エンコーダ４５、ホスト側双方向変換部４３、ホスト側制御部４６及び双方向スイッチ４
１を含む。
【００８６】
　ホスト側デコーダ４４は、周知のマンチェスターＩＩ方式によって、デコーディングを
行う。
【００８７】
　ホスト側エンコーダ４５は、前記マンチェスターＩＩ方式によって、エンコーディング
を行う。
【００８８】
　ホスト側双方向変換部４３は、補助＋信号端子４０１及び補助－信号端子４０２からの
直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－を、ディスプレイポート通信規定により、８ビットの並
列入力信号に変換し、ホスト側デコーダ４４に入力する。また、ホスト側双方向変換部４
３は、ホスト側エンコーダ４５からの８ビットの並列出力信号を、ディスプレイポート通
信規定により、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－に変換し、補助＋信号端子４０１及び補
助－信号端子４０２に出力する。
【００８９】
　ホスト側制御部４６は、外部装置との通信のためのホスト側直列通信インターフェース
４６ｓを具備する。ホスト側制御部４６は、外部装置と通信を行うことにより、ディスプ
レイ装置１２のＥＤＩＤ及びＤＰＣＤを、ホスト側メモリ４７に保存する。また、ホスト
側制御部４６は、ホスト側デコーダ４４からの並列入力信号を受信しながら、ＥＤＩＤ及
びＤＰＣＤをホスト側エンコーダ４５に出力する。
【００９０】
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　ここで、ホスト側制御部４６は、ホスト側直列通信インターフェース４６ｓを介して入
力されたプログラムを、ホスト側メモリ４７に保存し、保存されたプログラムによって動
作する。また、ホスト側制御部４６は、ＤＰＣＤによるホスト装置１１の伝送条件情報を
、ホスト側デコーダ４４を介して入力され、直列通信インターフェース４６ｓを介して、
外部装置と通信を行うとき、前記伝送条件情報を外部装置に伝送する。
【００９１】
　双方向スイッチ４１は、接続信号端子４０４からの接続信号ＨＰＤをホスト側制御部４
６に入力し、ホスト側制御部４６からの接続信号ＨＰＤｏｕｔを、接続信号端子４０４に
出力する。
【００９２】
　図５は、図３でのディスプレイ側補助連結部３２ａの内部構成を示している。図５にお
いて、図３と同一の参照符号は、同一機能の対象を示す。図３及び図５を参照し、ディス
プレイ側補助連結部３２ａの内部構成及び動作について説明すれば、次の通りである。
【００９３】
　ディスプレイ装置１２の補助信号端子は、補助＋信号端子５０１、補助－信号端子５０
２、電源端子５０３及び接続信号端子５０４を含む。
【００９４】
　ディスプレイ側補助連結部３２ａは、ディスプレイ側メモリ５７、ディスプレイ側デコ
ーダ５４、ディスプレイ側エンコーダ５５、ディスプレイ側双方向変換部５３、ディスプ
レイ側制御部５６及び論理積（ＡＮＤ）ゲート５１を含む。
【００９５】
　ディスプレイ側デコーダ５４は、周知のマンチェスターＩＩ方式によって、デコーディ
ングを行う。
【００９６】
　ディスプレイ側エンコーダ５５は、前記マンチェスターＩＩ方式によって、エンコーデ
ィングを行う。
【００９７】
　ディスプレイ側双方向変換部５３は、補助＋信号端子５０１及び補助－信号端子５０２
からの直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－を、ディスプレイポート通信規定により、８ビッ
トの並列入力信号に変換し、ディスプレイ側デコーダ５５に入力する。また、ディスプレ
イ側双方向変換部５３は、ディスプレイ側エンコーダ５５からの８ビットの並列出力信号
を、ディスプレイポート通信規定により、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－に変換し、補
助＋信号端子５０１及び補助－信号端子５０２に出力する。
【００９８】
　ディスプレイ側制御部５６は、外部装置との通信のためのホスト側直列通信インターフ
ェース５６ｓを具備し、ディスプレイ側デコーダ５４からの並列入力信号によるＥＤＩＤ
及びＤＰＣＤを読み取り、ディスプレイ側メモリ５７に保存する。また、ディスプレイ側
制御部５６は、ホスト装置１１の代わりに、ディスプレイ装置１２とＤＰＣＤ通信を行い
ながら、ディスプレイ側主連結部３２ｂの動作を制御する。
【００９９】
　本実施形態の場合、ディスプレイ側制御部５６は、ディスプレイ側直列通信インターフ
ェース５６ｓを介して入力されたプログラムを、ディスプレイ側メモリ５７に保存し、保
存されたプログラムによって動作する。
【０１００】
　ここで、ディスプレイ側制御部５６は、直列通信インターフェース５６ｓを介して、外
部装置と通信を行うとき、ＤＰＣＤによる伝送条件情報を入力され、入力された伝送条件
情報によって、適用対象の伝送条件情報を設定し、設定された適用対象の伝送条件情報を
ディスプレイ側エンコーダ５５に入力する。また、ディスプレイ側制御部５６は、適用対
象の伝送条件情報によって、ディスプレイ側主連結部３２ｂの動作を制御し、ディスプレ
イ側デコーダ５４からの不適切通知信号によって、適用対象の伝送条件情報を変更する。
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【０１０１】
　論理積（ＡＮＤ）ゲート５１は、電源端子５０３からの電源電圧ＶＤと、接続信号端子
５０４からの接続信号ＨＰＤとがいずれも論理「１」状態である間、論理「１」の信号を
ディスプレイ側制御部５６に入力する。
【０１０２】
　図６は、図４でのホスト側双方向変換部４３、または図５でのディスプレイ側双方向変
換部５３の内部構成を示している。図４ないし図６を参照し、双方向変換部４３，５３の
内部構成及び動作について説明すれば、次の通りである。
【０１０３】
　双方向変換部４３，５３は、減算部６１、直列／並列変換部６２、並列／直列変換部６
４及び差動信号発生部６３を含む。
【０１０４】
　減算部６１は、補助＋信号端子４０１，５０１からの直列差動信号ＡＵＸ＋から、補助
－信号端子４０２，５０２から入力される直列差動信号ＡＵＸ－が減算された結果である
直列入力信号ＡＵＸを発生させる。
【０１０５】
　直列／並列変換部６２は、減算部６１からの直列入力信号ＡＵＸを、ディスプレイポー
ト通信規定により、８ビットの並列入力信号に変換し、ホスト側デコーダ４４またはディ
スプレイ側デコーダ５４に入力する。
【０１０６】
　並列／直列変換部６４は、ホスト側エンコーダ４５またはディスプレイ側エンコーダ５
５からの８ビットの並列出力信号を、ディスプレイポート通信規定により、直列出力信号
ＡＵＸに変換する。
【０１０７】
　差動信号発生部６３は、並列／直列変換部６４からの直列出力信号ＡＵＸを、直列差動
信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－に変換し、補助＋信号端子４０１，５０１及び補助－信号端子４
０２，５０２に出力する。
【０１０８】
　図７の（Ａ）及び（Ｂ）は、図６における、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－と直列入
出力信号ＡＵＸとの関係を示している。図７の（Ａ）は、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ
－の波形を示し、そして図７の（Ｂ）は、直列入出力信号ＡＵＸの波形を示す。
【０１０９】
　図６、並びに図７の（Ａ）及び（Ｂ）を参照すれば、補助＋信号端子４０１，５０１及
び補助－信号端子４０２，５０２に／から入出力される直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－
は、中間正極性電位ＶＣＭを基準にし、低い正極性電位ＶＤ－、または高い正極性電位Ｖ

Ｄ＋を有するが、互いに反転される。すなわち、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－は、互
いに一定電位差ＶＤＩＦＦを有する。
【０１１０】
　直列／並列変換部６２に入力される直列入力信号ＡＵＸ、または並列／直列変換部５４
から出力される直列出力信号ＡＵＸの場合、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－の中間正極
性電位ＶＣＭが、接地電位である０Ｖ（ボルト）であり、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ
－の低い正極性電位ＶＤ－が負極性電位であり、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－の高い
正極性電位ＶＤ＋が正極性電位にそれぞれ対応する。
【０１１１】
　このように対応した状態で、直列差動信号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－の補助＋信号ＡＵＸ＋か
ら、補助－信号ＡＵＸ－を減算すれば、直列／並列変換部６２に入力される直列入力信号
ＡＵＸが得られる。従って、直列入力信号ＡＵＸのパルス高２ＶＤＩＦＦは、直列差動信
号ＡＵＸ＋，ＡＵＸ－間の電位差ＶＤＩＦＦの２倍である。
【０１１２】
　例えば、ｔ１とｔ２との間で、論理「０」の信号が得られ、ｔ２とｔと３の間で、論理
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「１」の信号が得られる。
【０１１３】
　ここで、差動信号発生部６３は、前記過程を逆に遂行してもよいということは、言うま
でもない。
【０１１４】
　図８は、図４でのホスト側制御部４６の動作アルゴリズムを示している。図３、図４及
び図８を参照し、図８のアルゴリズムについて説明すれば、次の通りである。
【０１１５】
　まず、ホスト側制御部４６は、初期に、双方向スイッチ４１の制御信号ＨＰＤｃｏｎを
「１」状態になるようにし、双方向スイッチ４１が入力状態になるようにする（段階Ｓ８
０１）。
【０１１６】
　また、ホスト側制御部４６は、ホスト装置１１または外部装置との接続状態を判断する
（段階Ｓ８０２）。
【０１１７】
　上限時間が経過するまで、ホスト装置１１または外部装置との接続がなされなければ、
ホスト側制御部４６は、制御動作を終了する（段階Ｓ８３１）。
【０１１８】
　前記段階Ｓ８０２において、電源端子４０３からの電源電圧ＶＤが、論理「１」状態で
あり、双方向スイッチ４１からの接続信号ＨＰＤｉｎが論理「０」状態であるならば、ホ
スト側制御部４６は、ホスト装置１１と接続されたと判断する。この場合、ホスト側制御
部４６は、双方向スイッチ３１の制御信号ＨＰＤｃｏｎを「０」状態に転換し（段階Ｓ８
１１）、「１」状態の接続出力信号ＨＰＤｏｕｔを発生させる（段階Ｓ８１２）。
【０１１９】
　次に、ホスト側制御部４６は、ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤそれぞれの伝送が完了するまで、
ホスト装置１１からの制御信号によって、ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤそれぞれを、ホスト装置
１１に伝送する（段階Ｓ８１３及び段階Ｓ８１４）。
【０１２０】
　次に、ホスト側制御部４６は、ホスト装置１１からの伝送条件情報を受信した後（段階
Ｓ８１５）、適切信号をホスト装置１１に伝送する（段階Ｓ８１６）。
【０１２１】
　前記段階Ｓ８０２において、直列通信インターフェース４６ｓを介して、外部装置と接
続されれば、ホスト側制御部４６は、次のように動作する。
【０１２２】
　まず、ホスト側制御部４６は、ディスプレイ装置１２のＥＤＩＤを入力される（段階Ｓ
８２１）。
【０１２３】
　次に、ホスト側制御部４６は、読み取られたＥＤＩＤを、ホスト側メモリ４７、例えば
、直列ＥＥＰＲＯＭ（electrically erasable and programmable read only memory）に
保存する（段階Ｓ８２２）。
【０１２４】
　次に、ホスト側制御部４６は、ディスプレイ装置１２のＤＰＣＤを入力される（段階Ｓ
８２３）。
【０１２５】
　次に、ホスト側制御部４６は、読み取られたＤＰＣＤを、ホスト側メモリ４７に記録す
る（段階Ｓ８２４）。
【０１２６】
　そして、ホスト側制御部４６は、外部装置との通信が終わるまで通信を行う（段階Ｓ８
２５及び段階Ｓ８２６）。ここで、外部装置としての、ユーザのコンピュータまたは端末
機は、ホスト側制御部４６と通信することができる。従って、映像伝送問題によってディ
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スプレイ画質が低下する場合、それを改善することができる。例えば、ユーザは、ホスト
側制御部４６のＤＰＣＤ通信プログラムを調整することにより、ホスト装置１１の伝送条
件を調整することができる。
【０１２７】
　図９は、図５でのディスプレイ側制御部５６の動作アルゴリズムを示している。図３、
図５及び図９を参照し、図９のアルゴリズムについて説明すれば、次の通りである。
【０１２８】
　まず、ディスプレイ側制御部５６は、ディスプレイ装置１２または外部装置との接続状
態を判断する（段階Ｓ９０１）。
【０１２９】
　上限時間が経過するまで、ディスプレイ装置１２または外部装置との接続がなされなけ
れば、ディスプレイ側制御部５６は、制御動作を終了する（段階Ｓ９３１）。
【０１３０】
　前記段階Ｓ９０１において、論理積（ＡＮＤ）ゲート４１からの入力信号が、論理「１
」状態であるならば、ディスプレイ側制御部５６は、ディスプレイ装置１２と接続された
と判断する。この場合、ディスプレイ側制御部５６は、次のような過程を遂行する。
【０１３１】
　まず、ディスプレイ側制御部５６は、ディスプレイ装置１２のＥＤＩＤを読み取る（段
階Ｓ９１１）。
【０１３２】
　次に、ディスプレイ側制御部５６は、読み取られたＥＤＩＤをディスプレイ側メモリ５
７に保存する（段階Ｓ９１２）。
【０１３３】
　次に、ディスプレイ側制御部５６は、ディスプレイ装置１２のＤＰＣＤを読み取る（段
階Ｓ９１３）。
【０１３４】
　次に、ディスプレイ側制御部５６は、読み取られたＤＰＣＤをディスプレイ側メモリ５
７に保存する（段階Ｓ９１４）。
【０１３５】
　そして、ディスプレイ側制御部５６は、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１とＤＰ
ＣＤ通信を行う（段階Ｓ９１５ないし段階Ｓ９１８）。すなわち、「リンクトレーニング
（link training）」のための通信を行う。その過程について詳細に説明すれば、次の通
りである。
【０１３６】
　まず、ディスプレイ側制御部５６は、記録されたＤＰＣＤによって、適用対象の伝送条
件情報を、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１に伝送する（段階Ｓ９１５）。また、
ディスプレイ側制御部５６は、適用対象の伝送条件情報によって、ディスプレイ側主連結
部３２ｂの動作を制御する（段階Ｓ９１６）。
【０１３７】
　それにより、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１は、受信された伝送条件情報によ
って、主データを受信する。
【０１３８】
　ここで、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１は、主データを受信する過程において
誤謬が発生すれば、伝送条件が自体に適さないという不適切通知信号を、接続信号ＨＰＤ
を介して発生させる。例えば、ディスプレイ装置１２内の制御部１２１は、論理「１」及
び「０」を反復するパルス列の接続信号ＨＰＤを発生させる。
【０１３９】
　それによって、論理積（ＡＮＤ）ゲート４１から、論理「１」及び「０」を反復するパ
ルス列の不適切通知信号が入力されれば（段階Ｓ９１７）、ディスプレイ側制御部５６は
、適用対象の伝送条件情報を変更し、変更された伝送条件情報を、ディスプレイ装置１２
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内の制御部１２１に伝送する（段階Ｓ９１８）。
【０１４０】
　前記ＤＰＣＤ通信段階（Ｓ９１６ないしＳ９１７）は、反復して遂行される。
【０１４１】
　一方、前記段階Ｓ９０１において、直列通信インターフェース５６ｓを介して、外部装
置と接続されれば、ディスプレイ側制御部５６は、次のように動作する。
【０１４２】
　まず、ディスプレイ側制御部５６は、ＤＰＣＤによる伝送条件情報を、外部装置から入
力される（段階Ｓ９２１）。
【０１４３】
　次に、ディスプレイ側制御部５６は、ＤＰＣＤによって、適用対象の伝送条件情報を設
定する（段階Ｓ９２２）。
【０１４４】
　そして、ディスプレイ側制御部５６は、外部装置との通信が終わるまで通信を行う（段
階Ｓ９２３及び段階Ｓ９２４）。ここで、外部装置としての、ユーザのコンピュータまた
は端末機は、ディスプレイ側制御部５６と通信することができる。従って、映像伝送問題
によって、ディスプレイ画質が低下する場合、それを改善することができる。例えば、ユ
ーザは、ディスプレイ側制御部５６の伝送制御プログラムを調整することにより、ディス
プレイ側主連結部３２ｂの伝送条件を調整することができる。
【０１４５】
　図１０は、本発明の一実施形態のディスプレイポート光コネクタ３３が応用される例を
示している。図１０において、図３と同一の参照符号は、同一機能の対象を示す。図３及
び図１０を参照し、該例について説明すれば、次の通りである。
【０１４６】
　本発明の一実施形態のデジタル－映像伝送装置３３は、ホスト装置１１に接続されるホ
スト側連結部３１、ディスプレイ装置１２に接続されるディスプレイ側連結部３２、及び
ホスト側連結部３１とディスプレイ側連結部３２とを連結する光ケーブル３４を含む。
【０１４７】
　ホスト側補助連結部３１ａは、管理人のコンピュータ１０４１と通信を行うことにより
、ホスト側連結部３１の動作状態を診断し、診断結果を管理人のコンピュータ１０４１に
伝送し、ホスト側連結部３１の動作を制御することができる。さらに、管理人の通信端末
機１０４３は、ＩＳＤＮ（integrated service digital network）１０４２を介して、管
理人のコンピュータ１０４１と通信することができる。
【０１４８】
　それにより、管理人は、自体のコンピュータ１０４１または通信端末機１０４３によっ
て、ホスト側連結部３１の動作状態を診断し、ホスト側連結部３１の動作を制御すること
ができる。
【０１４９】
　さらに、ディスプレイ側補助連結部３２ａは、管理人のコンピュータ１０５１と通信を
行うことにより、ディスプレイ側連結部３２の動作状態を診断し、診断結果を管理人のコ
ンピュータ１０５１に伝送し、ディスプレイ側連結部３２の動作を制御することができる
。さらに、管理人の通信端末機１０５３は、ＩＳＤＮ １０５２を介して、管理人のコン
ピュータ１０５１と通信することができる。
【０１５０】
　それにより、管理人は、自体のコンピュータ１０５１または通信端末機１０５３によっ
て、ディスプレイ側連結部３２の動作状態を診断し、ディスプレイ側連結部３２の動作を
制御することができる。
【０１５１】
　図１１は、図３のディスプレイポート光コネクタ３３のホスト側主連結部３１ｂの内部
構成を示している。図３及び図１１を参照し、ホスト側主連結部３１ｂの内部構成及び動
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作について説明すれば、次の通りである。
【０１５２】
　ホスト側主連結部３１ｂは、４個の減算部１１０１ないし１１０４、及び４個の電光変
換部１１１１ないし１１１４を含む。
【０１５３】
　４個の減算部１１０１ないし１１０４は、ホスト装置１１の主信号端子からの差動主信
号Ｌ１＋ないしＬ４－を、それぞれの単一主信号Ｌ１ないしＬ４に変換する。
【０１５４】
　すなわち、減算部１１０１ないし１１０４それぞれは、ホスト装置１１の主＋信号端子
からの差動主＋信号Ｌ１＋，Ｌ２＋，Ｌ３＋，Ｌ４＋から、主－信号端子からの差動主－
信号Ｌ１－，Ｌ２－，Ｌ３－，Ｌ４－が減算された結果である単一主信号Ｌ１ないしＬ４
を発生させる。
【０１５５】
　４個の電光変換部１１１１ないし１１１４は、減算部１１０１ないし１１０４からのそ
れぞれの単一主信号Ｌ１ないしＬ４を、それぞれの光信号Ｌ１ｌないしＬ４ｌに変換し、
変換されたそれぞれの光信号Ｌ１ｌないしＬ４ｌをそれぞれの光ファイバラインを介して
、ディスプレイ側主連結部３２ｂに伝送する。
【０１５６】
　図１２は、図３のディスプレイポート光コネクタ３３のディスプレイ側主連結部３２ｂ
の内部構成を示している。図３及び図１２を参照し、ディスプレイ側主連結部３２ｂの内
部構成及び動作について説明すれば、次の通りである。
【０１５７】
　ディスプレイ側主連結部３２ｂは、４個の光電変換部１２０１ないし１２０４、及び４
個の差動信号発生部１２１１ないし１２１４を含む。
【０１５８】
　光電変換部１２０１ないし１２０４は、ホスト側主連結部３１ｂから、それぞれの光フ
ァイバラインを介して入力されたそれぞれの光信号Ｌ１ｌないしＬ４ｌを主データ信号Ｌ
１ないしＬ４に変換する。
【０１５９】
　差動信号発生部１２１１ないし１２１４は、光電変換部１２０１ないし１２０４それぞ
れからの主データ信号Ｌ１ないしＬ４を、差動主－データ信号Ｌ１＋ないしＬ４－に変換
する。
【０１６０】
　以上で説明した通り、本発明による実施形態によれば、次のような効果がある。
【０１６１】
　第１に、ホスト側補助連結部は、ディスプレイ装置の代わりに、ＥＤＩＤ及びＤＰＣＤ
をホスト装置に提供する。また、ディスプレイ側補助連結部は、ホスト装置の代わりに、
ディスプレイ装置とＤＰＣＤ通信を行いながら、ディスプレイ側主連結部の動作を制御す
る。
【０１６２】
　それにより、光ケーブルから補助連結ラインが除去される。従って、ＥＤＩＤ及びＤＰ
ＣＤが、直列差動信号として長距離に伝送されるか、あるいはＤＰＣＤの長距離通信が行
われる場合に生じるノイズ及び信号減衰の問題点が根本的に解消される。また、補助連結
ラインが不要であるので、経済的である。
【０１６３】
　第２に、ホスト側補助連結部は、外部装置と通信を行う。従って、ユーザのコンピュー
タまたは端末機は、ホスト側補助連結部と通信することができる。従って、映像伝送問題
によって、ディスプレイ画質が低下する場合、それを改善することができる。例えば、ユ
ーザは、ホスト側補助連結部のＤＰＣＤ通信プログラムを調整することにより、ホスト装
置の伝送条件を調整することができる。
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【０１６４】
　さらには、ユーザのコンピュータまたは端末機は、ディスプレイ側補助連結部３２ａと
も通信することができる。従って、映像伝送問題によってディスプレイ画質が低下する場
合、それを改善することができる。例えば、ユーザは、ディスプレイ側補助連結部の伝送
制御プログラムを調整することにより、ディスプレイ側主連結部の伝送条件を調整するこ
とができる。
【０１６５】
　以上、本発明について、望ましい実施形態を中心に説明した。本発明が属する技術分野
で当業者であるならば、本発明の本質的な特性から外れない範囲で変形された形態で、本
発明を具現することができるということを理解するであろう。
【０１６６】
　従って、前述の実施形態は、限定的な観点ではなく、説明的な観点から考慮されなけれ
ばならない。本発明の範囲は、前述の説明ではなく、特許請求の範囲に示されており、特
許請求の範囲によって請求された発明、及び特許請求の範囲の発明と均等な発明は、本発
明に含まれたものであると解釈されなければならない。
【産業上の利用可能性】
【０１６７】
　本発明は、ディスプレイポート光コネクタだけではなく、電気的ケーブルが使用される
ディスプレイポート光コネクタにも利用される可能性が高い。
【符号の説明】
【０１６８】
　１１　　ホスト装置
　１１１，１２１　　制御部，
　１１２，１２２　　ディスプレイポートインターフェース
　１１２ｍ　　主信号送信部
　１１２ｓ　　補助信号受信部
　１２２ｍ　　主信号受信部
　１２２ｓ　　補助信号送信部，
　２３，３３　　ディスプレイポート光コネクタ
　２４，３４　　光ケーブル，
　２１，３１　　ホスト側連結部
　２２，３２　　ディスプレイ側連結部，
　２１ａ，３１ａ　　ホスト側補助連結部
　２２ａ，３２ａ　　ディスプレイ側補助連結部
　４１　　双方向スイッチ
　４３　　ホスト側双方向変換部
　４４　　ホスト側デコーダ
　４５　　ホスト側エンコーダ
　４６　　ホスト側制御部
　４６ｓ　　ホスト側直列通信インターフェース
　４７　　ホスト側メモリ
　５１　　論理積（ＡＮＤ）ゲート
　５３　　ディスプレイ側双方向変換部
　５４　　ディスプレイ側デコーダ
　５５　　ディスプレイ側エンコーダ
　５６　　ディスプレイ側制御部
　５６ｓ　　ディスプレイ側直列通信インターフェース
　５７　　ディスプレイ側メモリ
　６１　　減算部
　６２　　直列／並列変換部
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　６３　　差動信号発生部
　６４　　並列／直列変換部，
　１０４１，１０５１　　ユーザコンピュータ
　１０４２，１０５２　　ＩＳＤＮ
　１０４３，１０５３　　ユーザ通信端末機
　１１０１ないし１１０４　　減算部
　１１１１ないし１１１４　　電光変換部，
　１２０１ないし１２０４　　光電変換部，
　１２１１ないし１２１４　　差動信号発生部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】
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