
超広帯域幅の HDMI / DisplayPort を長距離伝送

アクティブ オプティカル 
ケーブル (AOC)



はじめに
ますます映像の高解像度化が進む中、業務用 AV 用途では、シームレスで、省スペース、 
かつ手頃な価格で、超高帯域幅のビデオ信号の長距離伝送が可能なソリューションが
求められています。Black Box のアクティブオプティカルケーブル (AOC) は、敷設し
やすく、極めて信頼性に優れたオールインワン ソリューションです。コントロールルー
ム、デジタルサイネージ、医療現場、会議室など、超高精細なビデオ信号を長距離伝送
する必要のあるあらゆる業務用 AV 環境でご利用いただけます。
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画質を落とすことなく、超広帯域幅ビデオを延長
AOC は、広帯域幅の光ファイバテクノロジを採用、現在利用されてい 
る最も高いビデオ解像度に対応します。AOC のコネクタ部分には光
ファイバテクノロジが内蔵され、ソースの電気信号を光信号に変換し
て光ファイバ上を伝送し、電気信号に戻してモニタ画面に表示できま
す。現在主流の UHD 4K60 でも、次世代の 8K60 でも、またはそれ 
を超える未来の超高解像度でも、AOC なら信号品位を完全に維持し 
たまま、何百m も延長できます。

素晴らしいオーディオ品質
AOC では、AV 用途に欠かせない臨場感のある音質が得られます。 
PCM 8 チャンネル、DTS-HD、ドルビーデジタル TrueHD のサラウ
ンドサウンドに対応し、シアター品質のサウンドを提供します。さら
に、最大 32 のオーディオチャンネルを 1536kHz のサンプリングレ
ートで送信できます。HDMI ケーブルは、ARC（オーディオリターンチ
ャンネル）対応です。

プラグ＆プレイ、究極の信頼性
AOC は長距離、広帯域の伝送に対応しているだけではありません。
極めて信頼性が高いうえに簡単に設置できるオールインワンソリュー
ションでもあります。ソフトウェアも、外部電源も、追加ハードウェア
も一切不要で、ご家庭で一般的な HDMI ケーブルを配線するのと同
じくらい簡単に設置できます。このオールインワン構造と、光ファイバ
の特性である EMI/RFI 干渉への優れた耐性が合わさることで、ほん
のわずかな信号損失や遅延も許さない、安心の 24 時間 365 日稼働
が実現されます。

光ファイバとメタルのハイブリッド構造
Black Box の AOC は、業務用 AV 用途に最適な光ファイバケーブル
とメタルケーブルのハイブリッド構造です。1 本のケーブルの中に銅線
と光ファイバが組み込まれており、広帯域データは光ファイバで、低帯
域データ（CEC、DDC、EDID、HPD 信号および電力）は銅線で伝送
されます。従来のメタル AV ケーブルと同じようにソースから電源供
給を受けることができるため、かさばる外部電源は不要です。

省スペース、細径、柔軟
光ファイバは省スペースなため、AOC は、最近の超薄型ディスプレイ
の背面にすっきりと収まります。外部電源不要のため、電源を隠すた
めに配置変更を行う必要もありません。非常に柔軟性が高く、曲げ
にも強いため、狭い空間を通したり、角やコーナーに沿って取り回し
たりするのも簡単です。さらに、一般的なメタルケーブルよりもはるか
に軽量です。5m のメタルケーブルの重さは約 1kg ですが、10m の 
AOC は 300g もありません。既存の装置やインフラに負担がかから
ず、天井や壁を長距離配線するのも容易です。

目を見張るようなビデオ品質
AOC は、最大 4096x2160 @60Hz (4:4:4) の HDMI 2.0 ビデオ
と、最大 7680x4320 @60Hz (4:2:0) の DisplayPort 1.4 ビデオ
を数百ｍ 延長できます。HDCP 2.2、EDID、CEC、DDC、21:9 のシ
ネマアスペクト比、3D ビデオエフェクトに対応しており、業務用 AV 
用途で必要なエンドツーエンドビデオ品質を提供します。HDR（ハイ
ダイナミックレンジ）ビデオにも対応し、高いコントラスト比と 48 ビ
ットの色深度による完璧な色精度を提供します。

最新の HDMI、DisplayPort 規格に完全準拠
ハイエンド AV アプリケーションで必要なのは、ただビデオ解像度が 
高いだけでなく、コンテンツをサポートするために必要な機能を備 
え、正しく再生できるソリューションです。AOC はまさにそのためのソ 
リューションです。4K60 / 8K60 のビデオ解像度を提供するだけでな 
く、HDMI 2.0 と DisplayPort 1.4 の仕様も完全にサポートしていま
す。さらに、今後も高解像度化を続ける HDMI および DisplayPort 
の次世代の仕様に対応する拡張性も備えています。

ホワイトペーパーをダウンロード
アクティブオプティカルケーブル: 現在そして未来の業務用 AV 用途に最適な UHD ソリューション
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アクティブ オプティカル ケーブル (AOC) のメリット



Black Box の優れた AV コネクタ
Black Box のアクティブオプティカルケーブル (AOC) のコネクタには、ソースとディスプレイが分かりやすく刻印され
ているため、設置が簡単です。SOURCE コネクタをソースに、DISPLAY コネクタをディスプレイに繋ぐだけで、すぐに 
UHD 映像を送信できます。

SOURCE

DISPLAY

アクティブメタルエクステンダケーブルは、より長距離の UHD ビデオ解像度に対応できます。この方法は、解像度が 4K30 を超えず、天井
や壁を通した配線が不要な環境で、中距離延長するのに適しています。しかし、先ほどと同様にケーブルが太く、長いケーブルは高価です。
また、ビデオ調整のためのイコライザ機能を搭載しているため、場合によっては扱いづらく、外部電源が必要になることもあります。

標準的なメタル AV ケーブルは、ビデオ信号を短距離伝送するのによく使用されています。しかし、解像度が 4K60 に達すると、メタルケー
ブルは太くなっていき、たった 5m 延長するのも困難になります。8K ソリューションが普及するにつれ、この問題はさらに悪化すると考え
られます。ビデオの高解像度化とともに、メタルケーブルの長さは短くする必要が出てきます。長いメタルケーブルは非常に太く柔軟性に欠
けるうえ、高価なため、魅力的なソリューションにはなり得ません。

アクティブオプティカルケーブル (AOC) は、短距離でも長距離でも超広帯域幅データを伝送可能なオールインワンのケーブルソリューショ
ンです。ビデオ解像度が上がっても、AOC のケーブルは超細径のままで、信号延長距離も変わりません。AOC は 最大 4K60Hz (4:4:4) 
の HDMI 2.0 信号と最大 8K60 (4:2:0) の DisplayPort 1.4 信号を数百メートル延長でき、かさばる外部電源も不要です。シングルケー
ブルソリューションのため障害点の数が最小限で済み、EMI/RFI にも極めて高い耐性を持つため、24 時間 365 日信号を損失することなく
稼働し続けます。

PC
信号ブースター

ディスプレイ

AV エクステンダは、最近では、最大 4K60 のビデオ解像度を長距離延長できるものが出回っています。ソース側にトランスミッタ、画面側
にレシーバ、さらに外部電源が必要になるため、配線が複雑になりがちで、省スペースな設置は困難です。また、接続箇所が多くなるという
ことは、それだけ障害点が増えるということです。トランスミッタとレシーバの接続には、メタルケーブルと光ファイバのどちらも使用できま
す。メタルケーブルは通常 100m までですが、光ファイバケーブルは数 km の伝送に対応できます。解像度が 4K60 以上になると、この距
離は短くなり、エクステンダも高価格化します。

PC
トランスミッタ

外部電源 外部電源

メタル AV 
ケーブル

メタル AV 
ケーブルレシーバ ディスプレイ

標準的なメタルケーブルまたは 
光ファイバケーブル

PC

銅線ビデオケーブル 最長 5m

ディスプレイ

PC
アクティブオプティカルケーブル (AOC)

ディスプレイ

AV 延長におけるアクティブオプティカルケーブル (AOC)
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分配 / 切替による延長を組み合わせた AV エクステンダはさらに複雑かつ高価なソリューションで、必要な結果を得るには多数の機器が
必要です。トランスミッタユニットにスプリッタ / スイッチが内蔵されたメタルまたは光ファイバ AV エクステンダソリューションが必要とな 
り、すべてのディスプレイを接続するために複数のレシーバユニットが必要です。そのようなソリューションが利用できない場合、標準的なス
プリッタまたはスイッチを複数のエクステンダキットに組み合わせて同じ結果を得ることができますが、非互換性の問題が発生するリスク
が高まります。

アクティブオプティカルケーブル (AOC) なら、1 つのソースを 1 台のディスプレイに接続するのに使われるだけでなく、分配や切替が必要
になるアプリケーションにも利用できます。通常のパッシブケーブルと同じように、標準的な HDMI スプリッタまたはスイッチに直接接続
できるので、この種の構成をずっと簡単に実現できます。特別なトランスミッタやレシーバハードウェアを用意する必要はありません。追加
される障害点はスプリッタ / スイッチのポートと接続される AOC 間のみです。
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メタル AV 
ケーブル
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ケーブル
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交通
遠隔地の UHD ビデオ / オーディオを手元の画面に送り、交通
や遅延の状況を監視できます。LSZH（低煙ゼロハロゲン）ジャ
ケットを使用して設計されているため、万が一火災が発生した場
合でも、混雑した人通りの多い場所での有害ガスの発生を抑え
ます。

ビデオウォール
遠く離れた場所にある UHD ソースを、画質を損なうことなくビ
デオスイッチまたはビデオウォールコントローラに接続します。
エクステンダユニットも電源も不要なオールインワンのケーブル
ソリューションで、美しく配置できます。

デジタルサイネージ
メディアプレーヤ（またはその他の AV ソース）を 4K / 8K ディ 
スプレイに接続するソリューションです。AOC にはかさばる電源 
もエクステンダユニットも不要、最近の薄型ディスプレイの背面
にフィットします。

コントロールルーム
ほんのわずかでも信号をロスすることなく、24 時間 365 日稼働
し続けます。離れた場所にある UHD ソースから、無圧縮 4K60 
HDMI または 8K60 DisplayPort AV 信号を手元のディスプレ
イまで簡単に延長できます。

医療用画像処理
MRI やレントゲンの画像を会議室やオペ室に転送し、正確にロス 
レスで再生します。
このような用途には、EMI/RFI 耐性が高く、外部電源不要の 
AOC が AV エクステンダなどの他のソリューションより優れて
います。

会議室
会議室のディスプレイと、離れたところにあるビデオ切替器、ビ
デオ分配器スプリッタ、コンピュータといった既存のハードウェ
アを繋ぎます。AOC は細径のため、ディスプレイの裏に目立た
ないように配線できます。柔軟性にも優れるため、曲がりくねっ
た狭い空間を通すのも簡単です。

さまざまな AV 用途におけるアクティブオプティカルケーブル (AOC)



LEAVE THE TECH TO US BLACKBOX.CO.JP 7

HDMI 2.0 アクティブオプティカルケーブル 品番

10m ケーブル AOC-HL-H2-10M

15m ケーブル AOC-HL-H2-15M

30m ケーブル AOC-HL-H2-30M

50m スプール AOC-HL-H2-50M

100m スプール AOC-HL-H2-100M

DisplayPort 1.4 アクティブオプティカルケーブル 品番

10m ケーブル AOC-HL-DP4-10M

15m ケーブル AOC-HL-DP4-15M

30m ケーブル AOC-HL-DP4-30M

50m スプール AOC-HL-DP4-50M

100m スプール AOC-HL-DP4-100M

HDMI 2.0 アクティブオプティカルケーブル　
4K60 4:4:4

ビデオ / オーディオの特長
• HDMI 2.0 完全準拠で、4096x2160 / 3840x2160 (4K) 

@60Hz 4:4:4 のビデオ画像を最長 100m 延長
• 30 / 36 / 48 ビットのディープカラー
• 最大 18Gbps のデータ転送レート
• EDID / CEC / DDC / HDCP 2.2 対応
• デュアルビデオストリーム配信（ディスプレイが対応している場合）
• 21:9 のシネマアスペクト比と BT.2020 色度測定法対応
• カテゴリ 2 仕様 600MHz クロック周波数に準拠
• 1536kHz のサンプリングレートで最大 32 のオーディオチャンネ

ル
• PCM（最大 8 チャンネル）、DTS-HD Master、ドルビーデジタル 

TrueHD のサラウンドサウンドオーディオに対応
• 最大 4 人のユーザにマルチストリームオーディオを配信
• オーディオリターンチャンネル (ARC) に準拠

物理的特長
• 金メッキ、亜鉛合金 HDMI コネクタは、高い耐久性と性能を実現
• OM3 光ファイバテクノロジは、EMI/RFI エミッションを大幅削減
• 干渉をさらに抑える三重シールドで、最適な信号品質を実現
• 光ファイバとメタルのハイブリッド構造で電源を供給
• 0～70℃の幅広い温度範囲で、過酷な環境や製造現場で使用可能
• LSZH（低煙ゼロハロゲン）ジャケットは、防火規格に準拠し、火災

にも安心
• 10～100m の複数の標準的長さで提供
• 3 年間のセンドバック保証

DisplayPort 1.4 アクティブオプティカルケーブル
8K60

ビデオ / オーディオの特長
• DisplayPort 1.4 準拠で、7680x4320 (8K) @60Hz 4:2:0 のビ

デオ画像を最長 100m 延長
• 30 / 36 / 48 ビットのディープカラー
• 妻帯 32.4Gbps のデータ転送レート
• EDID / CEC / DDC / HDCP 2.2 対応
• デュアルビデオストリーム配信（ディスプレイが対応している場合）
• 21:9 のシネマアスペクト比
• BT.2020 色度測定法対応
• 1536kHz のサンプリングレートで最大 32 のオーディオチャンネ

ルに対応

物理的特長
• 金メッキのラッチ付き DisplayPort コネクタは、高い耐久性と性

能を実現
• OM3 光ファイバテクノロジは、EMI/RFI エミッションを大幅削減
• 干渉をさらに抑える三重シールドで、最適な信号品質を実現
• 光ファイバとメタルのハイブリッド構造で電源を供給
• 0～70℃の幅広い温度範囲で、過酷な環境や製造現場で使用可能
• LSZH (低煙ゼロハロゲン) ジャケットは、防火規格に準拠し、火災

にも安心
• 10～100m の複数の標準的長さで提供
• 3 年間のセンドバック保証
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幅広く網羅した製品群
ハイパフォーマンス 4K / Over IP KVM 、AV・メディア配信機器、 
ネットワーク機器からケーブルまで、さまざまな製品を取りそろえてい
ます。

トータルマネージメント
機器の選定、ネットワークの設計・導入、トレーニング、保守までの最適
なソリューションを提案します。Black Box のグローバルネットワーク
を活かし、海外案件にも対応しています。

製品サポート
ご利用環境に適した購入前の製品選定のご相談から、購入後の技術 
サポートまで提供します。

製品保証
基本的に Black Box 製品には標準保証が付加されています。有償に
て、代替品の先出しセンドバックやオンサイト保守も提供しています。

実績
Black Box は、1976年より培ってきた優れたテクノロジ ソリューショ
ンで、世界 150か国、17万5,000社を超える顧客の IT インフラストラ
クチャの構築、運用を支援しています。

BLACK BOX が選ばれる理由 – WHY BLACK BOX 


