
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マンチェスターコード化データ流デコーディング装置であって、
　前記マンチェスターコード化データ流の遷移が検出されるとき遷移表示出力を発生する
ように前記マンチェスターコード化データ流を受信する遷移検出器、
　前記遷移表示出力が発生された後の所定時刻に出力制御パルスを発生する回路、及び
　前記マンチェスターコード化データ流を受信するサンプリングフリップフロップであっ
て、前記出力制御パルスが発生されるとき前記マンチェスターコード化データの状態を出
力するように前記出力制御パルスによって制御され、前記デコーディング装置はさらに前
記マンチェスターコード化データ流より高い周波数のクロックパルス流を発生するクロッ
ク発生器を含み、前記遷移検出器は前記クロックパルス流を受信するように接続され、前
記遷移検出器は前記遷移表示出力を前記クロックパルス流のパルスと同期させるように構
成されている前記サンプリングフリップフロップ
　を含 デコーディング装置。
【請求項２】
　マンチェスターコード化データ流デコーディング装置であって、
　前記マンチェスターコード化データ流の遷移が検出されるとき遷移表示出力を発生する
ように前記マンチェスターコード化データ流を受信する遷移検出器、
　前記遷移表示出力が発生された後の所定時刻に出力制御パルスを発生する回路、及び
　前記マンチェスターコード化データ流を受信するサンプリングフリップフロップであっ
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て、前記出力制御パルスが発生されるとき前記マンチェスターコード化データの状態を出
力するように前記出力制御パルスによって制御され、前記デコーディング装置はさらに遷
移後に発生するマンチェスターデータセルの既知半部を選択する位相選択器を含む前記サ
ンプリングフリップフロップ
　を含 デコーディング装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、マンチェスターコード化データ又はこれに似たデータのような、雑音性、断続
性データデコーディング方法及び装置の改善に関し、更に、受信するデータ信号に応じた
多動作モードを有する方法及び回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
マンチェスターコード化データは、遠隔測定データ又はその他の型式のデータを信頼性を
以て伝送するのに有効である。典型的に、例えば、マンチェスターコード化データ流は、
コード化遠隔測定データ流から発生される。このデータ流は、例えば、２進非零復帰（Ｂ
ＮＲＺとも称する）コード化信号（又は他の類似の技術によってコード化されたデータ流
）であり、技術上知られている。マンチェスターコード化データを受信すると、この信号
をデコードして元の２進非零復帰コード化信号を回復することが行われる。どんな手段に
よるにしろそうであるが、特に無線周波伝送を経由するデータ伝送に固有の問題の１つは
、信号が雑音性になる、すなわち、静信号、又は他の高周波信号もしくは雑音を累積する
と云うことである。これが、マンチェスターコード化データ信号のデコーデイングを信頼
性を以て遂行するのを困難にする。
【０００３】
マンチェスターコード化は、データ伝送分野及び遠隔測定分野に広く使用される技術であ
って、マンチェスターコード化データ流となるコード化する信号内の中点遷移の方向によ
ってコード化される信号のデータの状態を定義する。マンチェスターコード化データ流は
、等しい持続時間の時間的逐次「セル」を有する。各セルの中点で、データは、コード化
される信号の状態を表示する方向に状態を変化させる。
【０００４】
それゆえ、例えば、高論理状態から低論理状態への遷移は、コード化される信号が低論理
状態にあることを表示する。他方、低論理状態から高論理状態への遷移は、コード化され
る信号が高論理状態にあることを表示する。もちろん、各セルの終端点でマンチェスター
コード化データ流を形成することになる信号の状態は、次の中点遷移を可能にするように
セットアップ、すなわち、確立されなければならない。それゆえ、もし論理０をコード化
しようとするならば、マンチェスターコード化データ流を形成することになる信号は、高
論理状態から低論理状態への中点遷移を実現できるように、初頭高論理状態になければな
らない。代わって、もし論理１をコード化しようとするならば、マンチェスターコード化
データ流を形成することになる信号は、低論理状態から高論理状態への中点遷移を実現で
きるように初頭低論理状態になければならない。
【０００５】
したがって、もし同じ論理状態の一連の論理状態をコード化するならば、結果のマンチェ
スターコード化信号は、セルの長さに等しい周期の１つの方形波であることが判る。他方
、もし一連の交互の論理１と論理０をコード化しようとするならば、結果のマンチェスタ
ーコード化信号はセルの長さの２倍に等しい周期の方形波である。
【０００６】
マンチェスターコード化データの種々のデコーディング方法が提案されている。１つの普
及している技術は、位相ロックループ回路を使用することである。しかしながら、実際に
は、ときにはマンチェスターコード化信号は、１０データセル、これに続く短休止時間、
及びこれに更に続く実データのような、「目覚まし」系列を発生するように書式化される
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。目覚まし系列は非常に短く、僅か１０データセルであるので、位相ロックループ回路は
ロックしないかも知れず、短休止時間中ドリフトするかも知れない。それゆえ、この場合
、普通使用される位相ロックループデコーデイング技術を使用することができない。
【０００７】
他のデコーディング技術は、アナログ整合フィルタ、ディジタル整合フィルタ、集中（ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅ）方式又はダンプ方式、及び高度オーバサンプルディジタル信号処理技
術を採用する。長同期時間及び高コンポーネントカウントは、これらの方式のほとんどの
使用を妨げる。
【０００８】
提案されている１つの方法は、許可信号を発生するためにマンチェスターコード化波形内
のセル中点遷移に応答するゲーティング回路を採用する。許可信号は、クロック回路に高
周波クロックパルスを発生させ、このクロックパルスがプログラマブルカウンタ内に蓄積
される。もしカウンタのカウントが後続の許可信号の開始前にクロックカウントしきい値
を超えるならば、記憶素子にコード化波形をサンプルさせかつ記憶させる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、上述に照らして、本発明の目的は、マンチェスターコード化データデコーデ
ィング及びタイミング回復のための改善された装置及び方法を提供することにある。
【００１０】
本発明の他の目的は、入力信号の性質に応じて、種々の動作モードを用意する上に挙げた
型式の改善された装置及び方法を提供することにある。
【００１１】
本発明の他の目的は、マンチェスターコード化データの所定系列が受信されるまで出力を
発生しない［目覚まし」動作モードを有する上に説明した型式の改善された装置及び方法
を提供することにある。
【００１２】
本発明の他の目的は、マンチェスターコード化データを受信しない所定休止時間間隔が起
こることがあり、この時間間隔中装置のバイアスを維持する「ホールド」動作モードを有
する上に説明した型式の改善された装置及び方法を提供することにある。
【００１３】
発明のこれらの目的、特徴、及び利点は、添付図面及び上掲の特許請求の範囲と関連して
、後掲の本発明の詳細な説明から技術の習熟者に明らかになるであろう。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の全般的態様によれば、マンチェスターコード化データ流デコーディング装置が提
供される。この装置は、マンチェスターコード化データ流の遷移が検出されるとき遷移表
示出力を発生するようにマンチェスターコード化データを受信する遷移検出器を含む。ま
た、遷移表示出力が発生された後の所定時刻に出力制御パルスを発生する回路を備える。
サンプリングフリップフロップがマンチェスターコード化データ流を受信し、かつ出力制
御パルスが発生されるときマンチェスターコード化データの状態を出力するように出力制
御パルスによって制御される。
【００１５】
好適実施例においては、サンプリングフリップフロップは、マンチェスターコード化デー
タ流の２進非零復帰波形を発生するように動作する。遷移検出器は、その遷移表示出力を
クロックパルス流のパルスと同期させるように構成される。またマンチェスターコード化
データの第１シンボル又は第２シンボルのどちらかを選択してこれをラッチしかつこの装
置から出力する位相選択器を含む。
【００１６】
本発明の他の全般的態様によれば、入力信号内のマンチェスターコード化データ目覚まし
系列に応答して休止状態からマンチェスターコード化データ検出器の動作を開始させる目
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覚まし回路が備わる。この回路は低域通過フィルタ及びホールド回路を含み、ホールド回
路は初期的にオフであり、マンチェスターコード化データ検出器が休止状態にあるとき入
力信号を受信する。低域通過フィルタは、入力信号の平均値に相当する出力信号を発生す
る。オフセット回路は、初期的にオンであって基準電圧を発生するために低域通過フィル
タ出力信号をシフトさせる。比較器は、基準電圧と入力信号との間の差に相当するデータ
出力信号を発生する。第１所定時間の後にホールド回路を選択的にオンにスイッチし、第
２所定長時間の後にホールド回路をオフしかつオフセット回路をオンし、及びどの遷移で
あってもその直後にホールド回路をオフする回路が備わる。差働増幅器は増幅した入力信
号を発生する。また、オフセット回路をオフへ選択的にスイッチするために比較器のデー
タ出力信号内でそれぞれの所定状態を取って所定数のデータセルが逐次受信されたかどう
かを判定する回路が備わる。
【００１７】
目覚まし回路もまた、反転入力と非反転入力、及び出力を有する差働増幅器を含むことが
ある。また、比較器は、反転入力と基準電圧との間に接続された第１コンデンサ、及び非
反転入力と基準電圧と間に接続された第２コンデンサを含むことがある。第１抵抗器は入
力信号と反転入力との間に接続されることがあり、それであるから非反転入力の電圧は入
力信号の平均値に相当する。
【００１８】
オフセット回路もまた、差働増幅器の反転入力と基準電圧との間に接続された第１抵抗器
、及び非反転入力と入力信号との間に接続された第２抵抗器を含むことがある。スイッチ
がオフセット回路をターンオンするために第１抵抗器と直列に接続されることがあり、そ
れであるから反転入力の電圧は入力信号の平均値とオフセット電圧との和に相当する。差
働増幅器の出力は、第１スイッチが閉じているとき入力信号パルスオフセット電圧の平均
値と入力信号との間の差に相当するデータ出力信号を発生する。
【００１９】
比較器は、また、第１抵抗器と直列に接続された第２スイッチを含むことがあり、それで
あるから第２スイッチが閉じかつ第１スイッチが開いているとき差働増幅器の出力は、入
力信号と入力信号の平均値との間の増幅された差を発生する。
【００２０】
本発明のなお他の全般的態様によれは、マンチェスターコード化データの非零復帰２進表
現を発生するマンチェスターコード化データデコーディング方法が提供される。この方法
は、マンチェスターコード化データの各遷移毎にパルスを発生するステップ、マンチェス
ターコード化データの各遷移毎に発生する前記パルスと時間的に位相を合わせてサンプリ
ング信号を発生するステップを含む。次のステップで、サンプリング信号の各発生の際に
マンチェスターコード化データをラッチし、ラッチしたデータを出力としてを発生する。
更にこれに続くステップで、雑音に対する強化余裕度を達成しながらマンチェスターコー
ド化データを受信するように適応しきい値検出を使用する。１実施例においては、適応し
きい値検出を使用するステップは、「定常状態」動作モード及び「オフセット」動作モー
ドのような、複数の動作モードをデコーディング装置のデータ入力回路に提供する。１実
施例においては、「目覚まし」動作モードを提供する。
【００２１】
本発明のなお他の全般的態様によれば、タイミング回復及びマンチェスターコード化デー
タデコーディングシステムが提供される。このシステムは、出力パルスを供給する発振器
、及びマンチェスターコード化データ信号を含むことがある入力信号を受信しかつデータ
を含む信号を出力するように接続された多モード入力回路を含む。遷移検出器は、多モー
ド入力回路の出力信号を受信し、マンチェスターコード化データの遷移（以下、マンチェ
スター遷移、又は単に遷移と称する）毎に遷移表示パルスを発生するように接続される。
マンチェスター遷移検出器によって同期させられるカウンタが、所定カウントで発振器の
出力パルスを分周して、マンチェスター遷移の後に所定数の発振器パルスを開始させる出
力パルスを発生するように接続される。除数２分周回路が、カウンタからのパルスを受信
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してサンプル命令信号を発生するように接続される。サンプリング回路が、除数２分周回
路の出力及びマンチェスターコード化データを受信して、除数２分周回路の出力に応答し
てマンチェスターコード化データの状態をラッチするように接続される。
【００２２】
１実施例において、タイミング回復及びマンチェスターコード化データデコーディングシ
ステムがまた。モードデコーダを含むことがあり、このデコーダは論理ゲートアレー又は
これに類似の回路であって、カウンタの出力カウントを受信して、カウンタの出力カウン
トが予選択されたカウントに達すると出力を供給するするように接続される。また、モー
ド制御回路が、モード検出器の出力の少なくとも或るのものを受信するように接続される
ことがあり、なお、モード制御回路は多モード入力回路のモードを選択的に制御するよう
に接続される。
【００２３】
タイミング回復及びマンチェスターコード化データデコーディングシステムは、また、サ
ンプリング回路によってラッチされたデータ及び遷移表示信号パルスを受信して、非零復
帰出力データ信号及び出力タイミングパルスを発生し、及び、もし望まれるならば、出力
タイミングパルスを発振器周波数の半サイクルだけ遅延させる回路を含むように接続され
る。
【００２４】
１実施例における多モード入力回路は、マンチェスターコード化データ流が処理されかつ
２進非零復帰信号が出力に発生される「定常状態」動作モード、システムに「目覚まし」
をさせかつ「定常状態」動作モードを再開させるために目覚ましマンチェスターコード化
データ系列が起こることが必要である「オフセット」動作モード、及び、たとえ「定常状
態」動作モードマンチェスターコード化データが受信されなくても装置のシステムバイア
スを維持する「ホールド」モードを有する。
【００２５】
多入力モード回路は、反転入力と非反転入力とを備え、及び入力信号を非反転入力に接続
する第１抵抗器を備える比較器、及び入力信号を比較器の反転入力に接続する第２抵抗器
を含む。第３抵抗器は、その一端で比較器の反転入力に接続される。第１スイッチ機能が
第２抵抗器と直列に接続され、かつ第２スイッチ機能が第３抵抗器の他の端と基準電圧と
の間に接続される。第１コンデンサが比較器の反転入力と接地との間に接続され、及び第
２コンデンサが比較器の非反転入力と接地との間に接続される。第１スイッチ機能及び第
２スイッチ機能は、モード制御回路によって制御される。
【００２６】
本発明のなお他の全般的態様によれば、マンチェスターコード化データ流内のデータセル
（以下、マンチェスターセル又は単にセルと称する）の第２半部の状態に相当する非零復
帰データ信号を発生する装置が提供される。この装置は、クロックパルス流を発生する発
振器及びマンチェスターコード化データ流を受信するように接続されて各マンチェスター
遷移において出力パルスを発生するパルス発生器を含む。除数ｎ分周カウンタが発振器か
らのクロックパルスによってクロック駆動されかつパルス発生器からのパルスによってリ
セットされるように接続され、除数ｎ分周カウンタは所定数のクロックパルスの後に状態
を変化する出力を有する。タイミングフリップフロップが除数ｎ分周カウンタの出力によ
ってクロック駆動され、かつ除数ｎ分周カウンタの出力の毎第２カウントに出力を発生す
るように接続される。サンプリングフリップフロップはデータ入力にマンチェスターコー
ド化データ流を受信しかつクロック入力にタイミングフリップフロップの出力を受信する
ように接続される。サンプリングフリップフロップは、このフリップフロップがクロック
駆動されるとき出力にマンチェスターコード化データ流のそのとき存在する状態を発生す
る。逐次カウンタがクロック入力に除数ｎ分周カウンタの出力を受信しかつリセット入力
にパルス発生器の出力パルスを受信するように接続され、こうすることによって逐次カウ
ンタはいつ２倍幅マンチェスターパルスが起こったかを表示する信号を発生し、この信号
はタイミングフリップフロップをリセットするように接続される。
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【００２７】
本発明の更に他の全般的態様によれば、マンチェスターコード化データ流内の各マンチェ
スターセルの既知の半部の状態に相当する非零復帰データ信号を発生する方法が提供され
る。この方法は、各マンチェスター遷移において遷移パルスを発生するステップ、マンチ
ェスターコード化データ流内のマンチェスターセルの周波数のｎ倍の周波数を有する一連
のタイミングパルスを発生するステップを含む。一連のタイミングパルスは各遷移パルス
に応答して再開始され、かつマンチェスターセルの現行状態は各第ｍタイミングパルスが
起こる際にラッチされ、ここにｍはｎ／２より大きい。これと同時にタイミングパルスが
カウントされてタイミングパルスカウントを発生し、このカウントは各遷移パルスに応答
して再開始される。もしタイミングパルスカウントがｎ／２より大きくなれば、ラッチ動
作を進めて次の第（ｎ／２）タイミングパルスが起こる際にマンチェスターコード化デー
タ流をラッチする。
【００２８】
本発明の更になお他の全般的態様によれば、マンチェスターコード化データ流内のマンチ
ェスターセルの第２半部の状態に相当する非零復帰データ信号を発生する方法が提供され
、この方法においてマンチェスターコード化データ流内のマンチェスターセルの周波数の
２倍の周波数を有する一連のタイミングパスルが発生される。マンチェスターセルの現行
状態が、各第２タインミングパルスの起こる際にラッチされる。マンチェスターコード化
データ流内の２倍幅パルスの発生のみが検出され、ラッチ動作は２倍幅パルスが検出され
た後次に起こるタイミングパルスの際に開始するように再同期させられる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
図１は、マンチェスターコード化データの例を示す。波形１０は等しい長さのマンチェス
ターセル１２～２２の系列を有し、各セルは相当する２進データのビットを表現する。こ
とごとくのセルの中点に遷移があり、この中点はマンチェスターセルを２つの間隔、すな
わち、２つのシンボルに分割する。遷移２５のような、正指向セル中点遷移は、２進の１
を表現し、遷移２６のような負指向セル中点遷移は２進の０を表現する。
【００３０】
一定連の０又は一定連の１は、セル１２～１５又はセル２０～２２のような、シンボル時
間に等しいパルス幅及びセル時間に等しい周期を持つ同等の方形波を発生する。これらの
波形は、位相のみを異にする。これらの波形は、２つの隣接するシンボルが同じセル内に
あるか又は隣接するセル内にあるかどうか、云い換えれば、遷移がセル中点にあるか又は
セル境界にあるかどうかのような、他の情報がなければ、区別することができない。
【００３１】
一定連の１又は一定連の０と対照的に、１及び０の交互のマンチェスター表現は明瞭であ
る。「１０」はセル１６及び１７によって表現されるように、２シンボル幅マンチェスタ
ー高状態を生じ、及び「０１」はセル１７及び１８によって表現されるように２シンボル
幅マンチェスター低状態を生じる。これらの２倍幅パルスは常にセル境界を跨いで広がり
、それゆえタイミング基準を指向させる基礎を提供し、本発明の１システム実施例の実現
に使用される。いったんタイミング基準を確立すると、一定データを表現する単一幅パル
スを正しくデコードすることができる。
【００３２】
マンチェスターコード化データデコーディングシステム４００の全般ブロック線図が図２
に示されており、この図にはこのシステムの全体動作が図３に示された種々の波形と関連
して図示されている。このシステムにとってのタイミングは発振器３５によって提供され
、この発振器は図３に「ＳＣＬＫ」で指示されたクロックパルス流を発生する。ＭＤＡＴ
で指示された、デコードされるマンチェスターコード化データ信号は、入力線路８８を通
してシステム４００に供給され、ＤＯＵＴで指示されたデコードされたデータ出力信号は
、このシステムから線路２５５上へ出力され、及びＴＲＩＧで指示されたデコードされた
タイミングパルスは線路２５７上へ出力される。
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【００３３】
マンチェスターコード化データ信号ＭＤＡＴは、遷移で以てトリガされる単安定パルス発
生器（以下、遷移検出器と称する）４５の入力に初めに接続され、遷移検出器４５は各正
指向データ遷移又は各負指向データ遷移において単一出力パルスを発生し、この出力遷移
表示信号は線路８３上にＭ２ＤＡＴで指示される。マンチェスターコード化データ信号Ｍ
ＤＡＴ及び遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴの代表的波形を図３に示す。図３から観察できるよう
に、データ信号ＭＤＡＴは発振器３５からのクロックパルスＳＣＬＫと必ずしも同期しな
いが、遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴはデータ信号ＭＤＡＴの各遷移に存在する。
【００３４】
遷移検出器４５から線路８３へ出力される遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴは除数５分周カウンタ
７５をクリヤ又はリセットし、このカウンタは発振器３５から線路８７を通して供給され
るクロックパルスＳＣＬＫによってクロック駆動されるように接続される。除数５分周カ
ウンタ７５は各カウント毎の種々の分離出力を有し、カウント３に対する出力（以下、「
カウント３出力」と称する、「カウント４」についても同様）はＤ形フリップフロップを
含む除数２分周回路１０５に接続され、カウント４出力は遷移検出器４５をリセットする
ように帰還接続される。除数５分周カウンタ７５の出力は、マンチェスターコード化デー
タ信号ＭＤＡＴの期待周波数の２倍の周波数を有する２ＸＣＫで指示された波形を有する
。
【００３５】
定常動作中、除数２分周回路１０５は、検出されたマンチェスターセルの第２半部に相当
する分周されたクロックパルス２ＸＣＫの各第２遷移においてＤ形フリップフロップを含
むサンプリング回路１２０をクロック駆動する。除数２分周回路１０５の出力する分周さ
れたクロックパルス２ＸＣＫがサンプリング回路１２０をクロック駆動するように接続さ
れているので、除数２分周回路１０５からのサンプル命令信号ＳＳＭＳが負から正へ状態
を変化させるとき、常にサンプリング回路１２０は線路８８上にそのとき存在するマンチ
ェスターデータ信号ＭＤＡＴの状態をクロック駆動して線路２５５上のデコードされたデ
ータ出力信号ＤＯＵＴを発生する。したがって、サンプリング回路１２０は線路２５５上
に非零復帰データ出力信号ＤＯＵＴを発生し、これはサンプリング回路１２０がクロック
駆動される各逐次時刻からのマンチェスターコード化データ信号ＭＤＡＴの状態をコピー
する。
【００３６】
もし適当な同期措置を取らなかったとしたならば、システムが、分周されたクロックパル
ス２ＸＣＫのデータデコーディング系列であるがマンチェスターセルの第１半部のタイミ
ングに相当するデコーディング系列の方にロックすることがあり得るであろう。それゆえ
、除数５分周カウンタ７５からのカウント３出力が、また、逐次カウンタ４０２をクロッ
ク駆動するように接続される。逐次カウンタ４０２は、線路８３上の遷移表示信号Ｍ２Ｄ
ＡＴによってリセットされる前に分周されたクロックパルス２ＸＣＫの所定数の遷移をカ
ウントするように動作する。例えば、図示された実施例において、逐次カウンタ４０２の
カウント２出力が状態変化を生じる前に分周されたクロックパルス２ＸＣＫの２の遷移が
カウントされる。したがって、逐次カウンタ４０２のカウント２出力信号は線路１０７上
に同期パルスＤＢ２ＩＮＩを供給し、この信号はマンチェスターコード化データ内に２倍
幅パルスが起こることを表示し、かつ除数２分周回路１０５をリセットするように働く。
【００３７】
図示された実施例において、上述したように、マンチェスターセルの第２半部をサンプル
することが望まれる。したがって、いつ２つの連続するパルス２ＸＣＫがデータ信号ＭＤ
ＡＴパルスの単一状態中起こる（すなわち、中点遷移が期待されているが、しかし起こら
ない状態）かを検出することによってオリエンテーションプロセスが開始される。特に、
図３を参照すると、パルス４０４又はパルス４２６のように、２つの連続パルス２ＸＣＫ
が「２倍幅」マンチェスターコード化データの状態を表示する中間マンチェスターコード
化データパルス変化を伴うことなく起こるとき、常に線路１０７上の出力同期パルスＤＢ
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２ＩＮＩは状態を変化して除数２分周回路１０５をクリアし、このシステムを各マンチェ
スターセルの第２半部に同期させる。
【００３８】
例えば、示されているデータ信号ＭＤＡＴの第１パルス４０４は、この場合、デコードさ
れるデータ信号ＭＤＡＴが表現するデータ値「０１」又は「１０」によって発生された「
２倍幅パルス」である。２倍幅パルスは、そのそれぞれ正指向遷移及び負指向遷移におい
て遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴパルス４０６及び４０７を発生する。遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴ
第１パルス４０６は除数５分周カウンタ７５をリセットし、このカウンタはクロックパル
スＳＣＬＫのカウントを進める。パルス４０６は、また、逐次カウンタ４０２もリセット
する。カウント３出力上のパルス２ＸＣＫは、３つのクロックパルスが起こるまで、パル
ス４１０によって示されるように、低状態に留まり、３つのクロックパルスが起こったと
きにカウント３出力はセットされる。カウント３出力は、除数５分周カウンタ７５がカウ
ント５に達するまで、パルス４１１によって示された２つの追加カウントにわたって高状
態に留まる。
【００３９】
カウント５に達したときに、マンチェスターコード化データ信号ＤＭＡＴパルス４０４に
状態変化が起こらないので、遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴ内に遷移表示パルスは発生されては
おらず、それであるから除数５分周カウンタ７５は新データ系列のカウントを直ちに進め
る。３カウントのうちの第２カウントの後、除数５分周カウンタ７５の出力は、信号２Ｘ
ＣＫパルス４１４及び４１６によって示されるように、状態を変化する。更に、２つの連
続するパルス２ＸＣＫの第２パルス４１６が起こるとき、マンチェスター遷移が欠けてい
るために逐次カウンタ４０２はリセットされなかったので、同期パルスＤＢ２ＩＮＩが発
生される。データ信号ＤＭＡＴ内のこのような２倍幅パルスに続いて、次に起こる状態変
化は適正中点遷移であることが判る。それゆえ、同期パルスＤＢ２ＮＩＮが除数２分周回
路１０５をリセットするとき、次のパルス２ＸＣＫが起こるのに応じて、除数２分周回路
１０５は信号ＳＳＭＳをマンチェスターセルの第２半部内に確実にあるように発生して、
サンプリング回路１２０をクロック駆動し、それによって、システムをその後に起こるマ
ンチェスターセルの第２半部をサンプルするように同期させる。
【００４０】
更に特に、図示されているように、データ信号ＭＤＡＴパルス４０４に続いて、データ信
号ＭＤＡＴは、分周されたクロックパルス２ＸＣＫ４１８中に起こる３つのクロックパル
スＳＣＬＫについての次のカウントに先立ち、パルス４２６への中点遷移を経る。これが
、遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴパルス４０７を発生させ、このパルスが除数５分周カウンタ７
５をリセットしかつ新カウントを開始させる。次に起こるパルス２ＸＣＫ４１９は、マン
チェスターセルタイミングの第２半部中に起こるものであって、除数２分周回路１０５を
クロック駆動し、この分周回路が立ち代わってサンプリング回路１２０をクロック駆動し
、後者はそのときに存在するマンチェスターデータ信号ＭＤＡＴをサンプルしかつラッチ
する。
【００４１】
説明したパルス２ＸＣＫのタイミングはマンチェスターセルのタイミングの２倍であるが
、各マンチェスターセルの第２半部中に起こる信号２ＸＣＫの特定パルスを選択するよう
に分周回路を適当に調節するならば、どんな倍数ｎを選択してもよい。逐次カウンタによ
って行われるリセット動作も、ラッチング機能を活性化するパルスの適当な数、例えば、
ｎ／２を選択するようにラッチ出力をリセットするように変化させてよい。
【００４２】
データが出力線路２５５上に発生されるのと同時に、線路８７上のクロックパルスＳＣＬ
Ｋと同期させられるトリガパルスが線路２５７上に発生され、ＴＲＩＧで指示される。ト
リガパルスＴＲＩＧのサンプル命令信号ＳＭＭＳの立上がり縁に対する関係は、図３で見
ることができる。
【００４３】
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図２を参照して説明されたシステムと類似のマンチェスターコード化データデコーディン
グシステムが図４に示されており、この図を参照していまから説明する。図４に示された
システム４３０は、追加の短休止時間検出特徴及び長休止時間検出特徴、及び短休止時間
レジスタ４３１及び長休止時間レジスタ４３２によって提供される長期休眠能力及び目覚
まし能力を有する。短休止時間レジスタ４３１及び長休止時間レジスタ４３２は、入力マ
ンチェスターコード化データ状態調整（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ）回路（以下、多モー
ド入力回路又は単に入力回路と称する）４１のしきい値を調節しかつマンチェスターコー
ド化データが所定時間長にわたって検出されないときシステム４３０の出力を使用禁止す
るように働く。システム４３０の短時間検出特徴及び長休止時間検出特徴を下に詳細に説
明する。
【００４４】
更に、図４のシステム４３０は、長休止時間レジスタ４３２及び分離目覚ましカウンタ１
６５によって提供される休眠及び目覚まし特徴を含む。休眠及び覚まし特徴の動作を下に
詳細に説明する。
【００４５】
図５は、本発明の好適実施例によるタイミング回復及びマンチェスターコード化データデ
コーディングシステム３４のより詳細なブロック図を示す。５０ｋＨｚ自走発振器３５は
、システムの残りの部分にベースタイミング基準を供給する。発振器３５は、標準構成の
ものでよく、その１実施例の詳細が図６に示されている。発振器３５は離散論理構成要素
で構成されているように示されているが、この発振器の機能を周知の表面波（ＳＡＷ）デ
バイス、又は他の適当な発振デバイスもしくは発振回路（図示されていない）によって提
供することがきる。
【００４６】
図５を参照すると、デコードされるマンチェスターコード化データ流を含むことがある入
力信号は入力線路４０を通して多モード入力回路４１に接続され、入力回路４１はその出
力（すなわち、データ信号ＭＤＡＴ）を線路４２を通して遷移検出器４５に供給する。（
図示の実施例においては、下に詳細に説明される試験モード制御回路５５を具備し、この
回路はタイミング回復及びマンチェスターコード化データデコーディングシステム３４の
残りの部分に入力信号又は試験信号のどちらを印加するか制御する。次いで、試験モード
制御回路５５の出力は、遷移検出器４５へ送出される）。
【００４７】
多モード入力回路４１は、図示のように反転入力及び非反転入力を有する比較器４６を有
する。入力信号は第１抵抗器４７によって非反転入力に接続され、及び第２抵抗器４８に
よって反転入力に接続される。第１スイッチ５０は、抵抗器４８と直列に接続され、下に
詳細に説明されるモード制御回路１６０によって制御される。第１スイッチ５０は物理的
スイッチ、すなわち、既知のスイッチ機能態勢に接続されたトランジスタであってもよい
が、その目的は入力信号を比較器４６の反転入力に選択的に印加することである。したが
って、この選択電圧印加を遂行するために等価電子回路を採用してもよく、その１例は、
図１９に示された多モード入力回路４１の１実施例に示された転送ゲート２８３である。
【００４８】
第３抵抗器５６が比較器４６の反転入力と第２スイッチ５８との間に接続され、このスイ
ッチもまたモード制御回路１６０によって制御される。スイッチ５８は、図のＶ C Cのよう
な基準電圧に接続される。やはり、スイッチ５８も、物理的スイッチ、すなわち、既知の
スイッチ機能態勢に接続されたトランジスタであってもよいが、その目的は電圧Ｖ C Cを比
較器４６の反転入力に選択的に接続することである。したがって、この選択電圧印加を遂
行するために等価電子回路を採用してもよく、その１例は、図１９に示された多モード入
力回路４１の１実施例に示された電流源２８０とミラー回路２８１である。２つのコンデ
ンサ６０及び６１が、比較器４６の反転入力と非反転入力との間、及び非反転入力と接地
との間に、それぞれ、接続される。
【００４９】
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遷移検出器４５は、マンチェスター遷移毎に、それが正又は負であろうと、正のマンチェ
スター遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴパルスを発生するものであって、多モード入力回路４１の
出力を線路４２を通して、図７に示されたように、Ｄ形フリップフロップ６４の入力に受
信する。発振器３５から線路８７を通して供給されるクロックパルスはＤ形フリップフロ
ップ６４をクロック駆動し、フリップフロップ６４の出力は排他的ＯＲゲート６５の１つ
の入力に接続される。排他的ＯＲゲート６５の出力は、ＮＡＮＤゲート６６の１つの入力
に接続され、ＮＡＮＤゲート６６の出力はフリップフロップ６７の１つの入力に接続され
、フリップフロップ６７はＮＡＮＤゲート６８及び６９を含む。
【００５０】
フリップフロップ６７の他の入力は、下に詳細に説明される除数５分周カウンタ７５から
線路７１を通して信号を受信することによって、確実に、遷移検出器４５が２つの遷移の
第２のものに応答しないようにする。これら２つの遷移は、所定数のクロックパルス未満
に相当する時間、例えば、約６０から８０ミリ秒だけ隔てられている。フリップフロップ
６７の出力は、インバータ７７、７８、及び抵抗器７９を経由してＮＡＮＤゲート６６の
第２入力に接続される。コンデンサ８１は、インバータ７８と接地との間に接続されて、
抵抗器７９と一緒に低域通過フィルタを構成する。
【００５１】
ＮＡＮＤゲート６６の出力はインバータ８４に接続され、後者は、入力線路４２上に正遷
移又は負遷移が起こるとき、常に、線路８３上に、例えば、約１２ナノ秒長の遷移表示信
号Ｍ２ＤＡＴ正パルスを発生するように動作する。線路８５上には「Ｍ２ＤＡＴＺ」で指
示された反転出力が発生する。第１マンチェスターシンボル又は第２マンチェスターシン
ボルのどちらかが、下に詳細に説明されるマンチェスター遷移カウンタ、すなわち、除数
５分周カウンタ７５によって選択されることがある。カウンタ７５は、発振器３５によっ
てクロック駆動され、かつマンチェスター遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴパルスによって表示さ
れるように、線路８５上のマンチェスター遷移が起こる際にリセットされる。
【００５２】
図８に適当な除数５分周カウンタ７５の詳細が示されており、この図において発振器３５
からのクロックパルスは入力線路８７上に供給され、遷移検出器４５の出力は線路８５上
に供給される。除数５分周カウンタ７５は３つのＤ形フリップフロップ９０、９１、及び
９２を有し、これらはそれぞれのクロック入力に線路８７を通してクロックパルスを受信
しかつそれぞれのクリヤ入力又はリセット入力にマンチェスター遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴ
Ｚを受信する。第１Ｄ形フリップフロップ９０の出力は第２Ｄ形フリップフロップ９１の
データ入力に接続され、第２、第３Ｄ形フリップフロップ９１、９２の出力はＮＯＲゲー
ト９４を介して第１Ｄ形フリップフロップ９０の入力に接続される。加えて、第２、第３
Ｄ形フリップフロップ９１、９２の出力は、ＮＡＮＤゲート９６の入力に接続され、第２
Ｄ形フリップフロップ９１の出力はインバータ９８によって反転される。
【００５３】
除数５分周カウンタ７５はモジュロ５クロックパルスカウンタであって、これにより線路
１００上に分周されたクロックパルス２ＸＣＫが供給されるのは、カウンタ７５が線路８
５上にマンチェスター遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴＺパルスが起こることよってリセットされ
てから発振器３５によって線路８７上に３つのクロックパルスＳＣＬＫが発生された後で
ある。もしマンチェスター遷移によるカウンタ７５のリセット動作がないならば、線路１
００上の分周されたクロックパルスは単にクロックパルスの周波数を５で除した周波数を
有する。出力線路７１上の信号は、線路８５上のマンチェスター遷移によるリセット動作
に続く毎４カウントの後に起こり、上述したように、遷移検出器４５のフリップフロップ
６７の入力に帰還接続される。
【００５４】
注意を要するのは、ここに説明した本発明の特定システム実施例は、除数５分周カウンタ
７５が発生する４遅延カウントで決定される各マンチェスターセルの第２シンボルをサン
プルしかつラッチすることによってマンチェスターコード化データをデコードすることで
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ある。マンチェスターコード化データの第１シンボルをサンプルし、ラッチした後、異な
る遅延カウントを選択し、次いでデータを反転することによって、第１シンボルをデコー
ドすることもできる。
【００５５】
カウンタ７５から線路１００上に供給される分周されたクロックパルスは、除数２分周回
路１０５の入力に接続され、この回路の詳細は図９に示されている。除数２分周回路１０
５は、Ｄ形フリップフロップ１０６を含み、このフリップフロップはそのクロック入力に
線路１００を通してカウンタ７５からの分周されたクロックパルス２ＸＣＫを受信し、そ
のリセット入力は下に詳細に説明されるモードデコーダ１１０からのリセット信号を線路
１０７を通して受信するように接続される。Ｄ形フリップフロップ１０６の出力は、ＮＡ
ＮＤゲート１１２によって反転され、かつ後者の入力に接続される。ＮＡＮＤゲート１１
２の他の入力は、モードデコーダ１１０からの信号を線路１１３を通して受信するように
接続され、この信号は線路１００上の分周されたクロックパルスの３つの連続する周期中
マンチェスター遷移がなかったことを表示する。線路１１３上の信号は、インバータ１１
４によって反転される。
【００５６】
動作中、除数２分周回路１０５は、線路１００上の分周されたクロックパルス２ＸＣＫを
２で分周して、出力線路１１７上にサンプル命令信号ＳＳＭＳを発生する。これから明ら
かになるように、線路１００上の分周されクロックパルスの２つの正縁が線路８５上のど
れか２つの逐次マンチェスター遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴパルス間で起こったとき、リセッ
ト信号が線路１０７上に発生される。遷移は各マンチェスターセルのシンボル間で起こら
なければならないので、もし線路１００上の分周されたクロックパルスの２つのカウント
がマンチェスター遷移間で起こったならば、第２カウントによって発生されたリセット信
号は、確実に、このシステムをマンチェスターセルの正しいシンボルに同期させ、かつ２
倍幅パルスが起こっている（例えば、図１の２倍幅パルス２７と比較されたい）。２倍幅
パルスは線路１００上の分周されたクロックパルス２ＸＣＫの２つの前縁と常に重なり、
これに反して単一幅パルスは１つの前縁とのみ常に重なる。線路１０７上のリセット信号
はＤ形フリップフロップ１０６をリセットするので、除数２分周回路１０５の動作は、こ
のシステムを、線路１００上の分周されたクロックパルスの次のカウントパルスが起こる
際に正しいマンチェスターシンボルを検出しかつその後１つ置きにシンボルを検出するよ
うに、自動的に同期させる。
【００５７】
Ｄ形フリップフロップ１０６がリセットされた後、線路１００上の分周されたクロックパ
ルスの次の正縁が線路１１７上のサンプル命令信号を高状態へ指向させ、サンブリング回
路１２０（下で説明される）を作動させて、第２マンチェスターシンボル中、受信マンチ
ェスターコード化データをサンプルさせる。もし線路１００上の分周されたクロックパル
スの３つの連続する周期中にマンチェスター遷移がないならば、線路１１３に出力された
信号が高状態へ指向して、ＮＡＮＤゲート１１２の出力を高状態へ指向させる。これが、
線路１００上の分周されたクロックパルスの次の正縁が起こる際に線路１１７上のサンプ
ル命令信号を高状態へ指向させる。マンチェスター遷移が再び開始すると、Ｄ形フリップ
フロップ１０６は、セットアップされてマンチェスターセルの第２半部をサンプルするが
、これは、線路１００上の分周されたクロックパルスの第１正縁が線路１１７上のサンプ
ル命令信号をその低状態へクロック駆動するからである。線路１００上の分周されたクロ
ックパルスの次の正縁は、サンプル命令信号を高状態へクロック駆動し、これがサンプリ
ング回路１２０に現行マンチェスターコード化データをサンプルさせる。
【００５８】
図５に示されたサンプリング回路１２０は、図示の実施例ではＤ形フリップフロップ１２
１である。マンチェスターコード化データ信号ＭＤＡＴを含む信号は、このフリップフロ
ップのデータ入力に接続され、かつこのフリップフロップの出力は下に説明される出力制
御回路１２５に接続される。各マンチェスターセルの第２シンボルの周波数及び位相のサ

10

20

30

40

50

(11) JP 4009338 B2 2007.11.14



ンプリングパルスで以てサンプリングＤ形フリップフロップ１２１をクロック駆動するこ
とによって、フリップフロップ１２１は線路２５０上のマンチェスターコード化データ信
号ＭＤＡＴを正しくサンプルしかつラッチする。この点で注意を要するのは、ラッチされ
たマンチェスターコード化データの論理レベルはサンプル間で一定であるので、結果のデ
ータは図１に波形３０によって示された、コード化データの２進非零復帰表現であること
である。
【００５９】
上に論じたように、線路１００上の１つ置きの分周されたクロックパルスを選択すること
によって、サンプリングパルス波形にとって正しい周波数が得られる。しかしながら、初
期化が行われないならば、サンプリングパルスがマンチェスターセルの第２シンボルでな
く第１シンボルに整列する可能性も同等の公算であり、後者の場合ならば、デコードされ
たデータは反転されるであろう。適正な整列は、モードデコーダ１１０によって決定され
、この回路は２倍幅マンチェスター波形の存在を検出する。モードデコーダ１１０の詳細
は、図１０に示されている。
【００６０】
一般に、モードデコーダ１１０は、下に説明されるパルス発生器１３０からのカウントを
デコードし、かつ本質的に論理ゲートアレーであって、種々の入力カウント組合わせに対
して既知の論理状態の出力を線路１３２～１３６及び１０７上に供給する。モードデコー
ダ１１０は、４つの入力ＮＡＮＤゲート１４０～１４３を有し、これらはパルス発生器１
３０の出力を線路１８０～１８８を通して受信する。
【００６１】
ＮＡＮＤゲート１４０及び１４１は、それらの入力にパルス発生器１３０の出力を線路１
８１～１８５を通して受信する。ＮＡＮＤゲート１４０及び１４１の出力はＮＯＲゲート
１５０の入力に接続され、後者は線路１３２上に出力を発生し、この出力は、線路１８０
～１８５上のカウント信号が全て高状態のとき、線路１００上の分周されたクロックパル
スのカウント数６３に際して高状態へ指向する。出力線路１３２上の信号は、下に説明さ
れるように、パルス発生器１３０の入力を禁止するように働く。
【００６２】
ＮＯＲゲート１５３は、そのそれぞれの入力にＮＡＮＤゲート１４２及び１４３の出力を
受信するばかりでなく、線路１８５に接続された入力を有し、かつ線路１５４上に出力を
発生して、線路１００上の分周されたクロックパルスの３カウントを表示する。線路１５
４はインバータとして働くＮＡＮＤゲート１５５の両入力に接続され、かつＮＯＲゲート
１５６及び１５７によって構成されるフリップフロップ１６１の１つの入力に接続され、
第３カウントが起こったとき、このフリップフロップをセットする。線路１３３上のＮＡ
ＮＤゲート１５５の出力は、線路１００上の分周されたクロックパルスの３カウントの際
に低状態へ指向し、かつ、下に説明されるように、遷移カウンタ１６５をクリヤするのに
使用される。したがって、線路１３４上のフリップフロップ１６１の出力は線路１００上
の分周されたクロックパルスの３カウントの際に高状態へ指向し、かつ上に説明されたよ
うに、除数２分周回路１０５（図９）のＮＡＮＤゲートを使用許可するように働く。
【００６３】
ＮＯＲゲート１５６及び１５７を含むフリップフロップ１６１の他の入力は、遷移検出器
４５（図７）からの遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴを線路８３を通して受信するように接続され
る。遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴを受信すると、フリップフロップ１６１はリセットされ、線
路１３３上の出力状態を高状態へ復帰させ、かつ線路１３４上の出力状態を低状態へ復帰
させる。
【００６４】
ＮＡＮＤゲート１４３の出力ばかりでなく、線路１８５上の信号がＮＯＲゲート１５９の
入力に接続される。ＮＯＲゲート１５９の出力ばかりでなく、線路１８１上の信号がＮＡ
ＮＤゲート１６２の入力に接続され、ＮＡＮＤゲート１６２は線路１０７上に出力を発生
し、これが線路１００上の分周されたクロックパルスの２カウントの際に低状態へ指向す
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る。線路１０７上の信号は、図９の除数２分周回路１０５のＤ形フリップフロップ１０６
をリセットするように働く。下に詳細に説明される遷移カウンタ１６５のから線路１６６
上に発生される出力信号は、インバータ１６７によって反転されて出力線路１３６上に供
給され、これが、下に説明されるモード制御回路１６０のＤ形フリップフロップ１３５を
リセットする。
【００６５】
線路１００上の分周されたクロックパルスのカウントをモードデコーダ１１０に供給する
パルス発生器１３０は、図１１に詳細に示されている。パルス発生器１３０は、リプルカ
ウンタとして接続された６つのＤ形フリップフロップ１７０～１７５を含む。線路１００
上の分周されたクロックパルス及び（図１０に示されたモードデコーダ１１０のＮＡＮＤ
ゲート１５０からの）線路１３２上のカウントが６３に達したことを表示する信号がＯＲ
ゲート１７７の入力に印加される。パルス発生器１３０は、線路８５上のマンチェスター
遷移表示信号Ｍ２ＤＡＴＺによってリセットされ、かつＯＲゲート１７７によって使用許
可される線路１００上の分周されたクロックパルスによってクロック駆動される。上に説
明されたように、パルス発生器１３０の出力は線路１８０～１８８上に発生され、モード
デコーダ１１０へ供給される。
【００６６】
パルス発生器１３０の動作は、線路８５上に現れるマンチェスター遷移表示信号パルス間
で起こる線路１００上の分周されたクロックパルスの数をカウントすることである。線路
８５上のマンチェスター遷移表示信号パルスは、パルス発生器１３０を全「１」初期状態
へプリセットし、その後線路１００上の分周されたクロックパルスが逐次にカウントされ
る。もしカウント６４に達したならば、線路１３２上のモードデコーダ１１０からの信号
が高状態へ指向して、次のマンチェスター遷移表示信号パルスが起こるまで更にクロック
駆動するのを禁止する。
【００６７】
追加の制御信号がモード制御回路１６０によって発生され、この回路の詳細は図１２に示
されている。モード制御回路１６０は、図１３のモードデコーダ１１０の出力を線路１３
２を通して受信するように接続されたＤ形フリップフロップ１３５を含む。線路１３２上
の信号は、線路１００上の分周されたクロックパルスのカウントが６４に達したことを表
示する。Ｄ形フリップフロップ１３５は図１３のモードデコーダ１１０から線路１３６上
へ発生される出力によってリセットされように接続され、この出力は下に説明される遷移
カウンタ１６５から線路１６６上に発生される反転出力を表示する。Ｄ形フリップフロッ
プ１３５は、ＯＲゲート２３５を経由して供給される線路１００上の分周されたクロック
パルスによってクロック駆動されるように接続される。Ｄ形フリップフロップ１３５の出
力は、ＯＲゲート２３５の第２入力に接続されることによって、この出力が高状態のとき
線路１００上の分周されたクロックパルスを禁止する。
【００６８】
Ｄ形フリップフロップ１３５の反転出力はＮＡＮＤゲート２３６の１つの入力に接続され
、後者の線路２３８上の出力信号は入力回路４１のスイッチ５０を制御するのに使用され
る。スイッチ５０は、マンチェスターデコーディングシステム３４の動作モードを制御す
る。ＮＡＮＤゲート２３６の他の入力は、図１０に示されたモードデコーダ１１０の出力
を線路１３４を通して受信するように接続される。線路１３４上の信号は、線路１００上
の分周されたクロックパルスの第３カウントが起こった後に高状態へ指向する。
【００６９】
Ｄ形フリップフロップ１３５の反転出力は、ＮＡＮＤゲート２４０及び２４１を含むフリ
ップフロップをセットするように接続される。このフリップフロップは、線路１００上の
分周された８クロックパルスのカウントに相当する、パルス発生器１３０から線路１８７
上に出力された信号によってリセットされる。このフリップフロップの出力はＮＯＲゲー
ト２４２の１つの入力に接続され、このＮＯＲゲートはその第２入力に線路１３４上の信
号を受信するように接続される。
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【００７０】
線路２４４上の出力使用許可信号は、下に説明される出力制御回路１２５を使用許可する
ように接続される。それゆえ、動作中、モード制御回路１６０は、線路２４４上の出力使
用許可信号が高状態に指向するのを防止しかつ線路１００上の分周されたクロックパルス
の８カウントに相当する短休止時間の後まで出力制御回路１２５の出力を使用許可する。
【００７１】
モードデコーダ１１０の説明と一緒に上で述べた遷移カウンタ１６５が、図１３に示され
ており、３つのＤ形フリップフロップ１９０～１９２を有する。第１Ｄ形フリップフロッ
プ１９０は、モード制御回路１６０の出力信号ＬＤＴ．Ｂが低状態に留まっているならば
、サンプリング回路１２０が線路２５０に出力するマンチェスターコード化データの状態
の変化によってクロック駆動される。信号ＬＤＴ．Ｂが高状態へ指向するとき、ＯＲゲー
ト１９５が更に遷移表示信号を通過させるのを禁止する。第１Ｄ形フリップフロップ１９
０の出力は、第２Ｄ形フリップフロップ１９１のクロック入力に接続されるばかりでなく
、３入力ＮＯＲゲート１９６の第１入力に接続される。第１Ｄ形フリップフロップ１９０
の反転出力は、そのデータ入力に接続される。
【００７２】
第２Ｄ形フリップフロップ１９１は、同様に、その反転出力をその入力に接続され、その
出力をＮＯＲゲート１９６の第２入力に接続され、及び第３Ｄ形フリップフロップ１９２
のクロック入力に接続される。同様に、第３Ｄ形フリップフロップ１９２は、その反転出
力をその入力に接続され、しかしながらその反転出力をまた３入力ＮＯＲゲート１９６の
第３入力に接続される。
【００７３】
３つのＤ形フリップフロップ１９０～１９２は、モードデコーダ１１０（図１０）から線
路１３３上に発生された信号によってリセットされる。この信号は、上述のように、線路
１００上の分周されたクロックパルスの第３カウントの際に低状態へ指向する。それゆえ
、遷移カウンタ１６５は、サンプルされたマンチェスターコード化データの４つの正縁を
カウントするように働き、かつ長休止時間間隔の後、システムに「目覚まし」させるよう
に動作する。回路の目覚まし特徴は下に詳細に説明するが、簡単に云うと、もし線路１３
３上のリセット信号が起こる前にカウント４に達するならば、線路１６６上の信号は高状
態へ指向して、下に説明するように、システムの残りの部分を目覚ましさせる。
【００７４】
遷移カウンタ１６５の入力に線路２５０を通して入力される２進非零復帰信号は、また、
出力制御回路１２５の入力に印加され、この回路の詳細は図１４に示されている。出力制
御回路１２５は、サンプリングＤ形フリップフロップ１２１からのデコードされた２進非
零復帰信号をその使用許可ＡＮＤゲート２５２の入力に受信し、ゲート２５２の出力を出
力バッファ２５３によってバッファしてデータ出力線路２５５上にデコードされたデータ
出力信号ＤＯＵＴを供給する。ＡＮＤゲート２５２は、図１２を参照して上に説明したモ
ード制御回路１６０のＮＯＲゲート２４２の出力から線路２４４に発生された出力使用許
可信号によって使用許可される。
【００７５】
線路２５７上のトリガパルス、すなわち、タイミングパルスＴＲＩＧは使用許可ＡＮＤゲ
ート２６０によって発生され、このゲートの出力は出力バッファ２６１によってバッファ
される。ＡＮＤゲート２６０は、また、モード制御回路１６０のＮＯＲゲート２４２から
線路２４４上には発生された出力使用許可信号によって使用許可される。ＡＮＤゲート２
６０の他の入力には、発振器３５から線路８７へ発生されかつ半サイクル遅延されたクロ
ック信号が供給される。線路８７上のクロック信号はインバータ２６５によって反転され
て、図９を参照して上に説明した除数２分周回路１０５によって線路１１７上に発生され
たサンプル命令信号をクロック駆動してＤ形フリップフロップ２６８へ入力させる。
【００７６】
線路８７上のクロックパルスの半サイクル遅延がＤ形フリップフロップ２７０によって発
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生され、このフリップフロップはそのデータ入力にＤ形フリップフロップ２６８の出力を
受信しかつそのクロック入力に線路８７を通してクロックパルスを受信する。Ｄ形フリッ
プフロップ２７０の出力はＮＯＲゲート２７１の１つの入力に接続され、このゲートの出
力はＡＮＤゲート２６０に接続される。ＮＯＲゲート２７１の他の入力は、インバータ２
７２によって反転されたＤ形フリップフロップ２６８の出力を受信する。
【００７７】
線路２５７上に発生されたタイミングパルスＴＲＩＧは、除数２分周回路１０５の出力側
の線路１１７上のサンプル命令信号（またしたがって線路２５０上の２進非零復帰信号）
の状態変化から、線路８７上のクロックパルスの半周期だけ遅延させられる。この遅延は
、例えば、約１０マイクロ秒台でよい。この場合、この出力タイミングパルスの幅もまた
、線路８７上のクロックパルスの半周期、約１０マイクロ秒である。
【００７８】
線路２５５上のデコードされたデータ出力信号ＤＯＵＴの波形及び線路２５７上のタイミ
ングパルスＴＲＩＧは、線路２５７上のタイミングパルスが線路１００上の分周されたク
ロックパルスの半周期だけ遅延させられていることを除き、サンプリング回路１２０の出
力２進非零復帰信号及び除数２分周回路１０５の出力信号の、それぞれ、コピーである。
【００７９】
下に説明される回路の定常状態動作と対照的に、タイミング回復及びマンチェスターコー
ド化データデコーディングシステム３４は、試験モードを用意しており、試験モードでは
試験信号を試験モード制御回路５５を経由してその回路に印加することできる。それゆえ
、システム３４は、通常、詳細を図１２に示されたモード制御回路１６０の制御の下に、
その多モード入力回路４１にマンチェスターコード化データ信号ＭＤＡＴを受信する。し
かしながら、試験モードを実行するためには、多モード入力回路４１の出力を、図１５で
、線路４２を通してＮＡＮＤゲート２１０の入力、ＮＯＲゲート２１１の入力、及びマル
チプレクサ２１２の入力に接続する。ＮＡＮＤゲート２１０の出力及びＮＯＲゲート２１
１の出力は、インバータ２１４及び２１５によって、それぞれ、反転され、所望試験目的
又は監視目的に使用される。
【００８０】
マルチプレクサ２１２は、上に論じたように、通常、マンチェスターコード化データを含
む信号を線路４２を通して受信しかつその出力を線路８８を通してシステムの残りの部分
に供給する。しかしながら、もし高状態試験使用許可信号が試験使用許可線路２２０に印
加されるならば、線路２２１に印加されているマンチェスターコード化データを含む試験
信号が出力線路８８へ供給される。
【００８１】
上述のように、タイミング回復及びマンチェスターコード化データデコーディングシステ
ム３４は、入力信号に含まれたマンチェスターコード化データによって確立された条件に
従って、３つの動作モードを有する。これら３つの動作モードは、入力信号の特性及び性
質に従って、動作の適応しきい値検出方式を用意する。第１動作モードは、上述のように
、「定常状態」動作モードであり、この動作モードでマンチェスターコード化データを含
む信号が処理されかつ出力２進非零復帰信号が発生される。第２動作モードは「オフセッ
ト」動作モードであって、この動作モードでシステム３４は「休眠」しており、休眠中シ
ステム３４に「目覚まし」させかつ「定常状態」動作モードを再開させるためには目覚ま
しマンチェスターコード化データ系列を起こす必要がある。第３動作モードは「ホールド
」動作モードであって、このモードでシステムは目覚まし系列の検出と通常データの受信
との間で動作し、このモード中、システムは、たとえ定常モードマンチェスターコード化
データを受信していなくても、システムバイアスを維持する。
【００８２】
特定モードでは、いかに比較器４６がスイッチ５０及び５８によってバイアスされるかに
従ってシステムが動作する。それゆえ、図１２に示されたモード制御回路１６０が線路２
３８上に出力する信号に応答してマンチェスター遷移表示信号波形を監視することから検
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出された信号条件に基づき、スイッチ５０及び５８を３つの基準電圧の整定の１つを選択
するように動作させる。
【００８３】
３つの基準電圧整定に対して発生された波形を図１６Ａ～Ｃに概略的に示す。図５で明ら
かなように、比較器４６の反転入力上の接続点２における時定数は、比較器４６の非反転
入力上の接続点１における時定数より遥かに大きい。したがって、接続点２は復調された
振幅偏移変調信号ＤＡＳＫ（復調ＡＳＫ）の長期平均に主として応答するのに対して、接
続点１は信号ＤＡＳＫデータ遷移に応答する。図１６Ａに示した波形を有する「定常状態
」動作モードでは、スイッチ５０は閉じ、スイッチ５８は開く。「定常状態」動作モード
では、接続点２の基準電圧３００は接続点１の信号３０２の平均値に等しいことになる。
マンチェスターコード化データの平均値は常に高レベルと低レベルとの間に中心を置いて
いるから、雑音に対する最大余裕度が達成される。
【００８４】
図１６Ｂに示された波形を有する「ホールド」動作モードでは、両スイッチ５０及び５８
が開く。放電路がないから、接続点２上のコンデンサ６０は、波形３０４として見らるよ
うに、先行電圧を保持する。波形３０６によって表現されるような、短休止時間間隔によ
って分離されたデータのバーストを含む伝送書式の場合、「ホールド」動作モードは妥当
データのバーストとバーストとの間で最適しきい値を維持する。
【００８５】
図１６Ｃに示された波形を有する「オフセット」動作モードでは、基準電圧３０８は接続
点１の雑音の平均値からオフセットしている。オフセット電圧は、基準電圧が接続点１に
期待される最弱有効信号３１０の高レベルと低レベルとの間の中点に近似的にあるように
選択される。このモードは、長休止時間間隔中使用される。比較器の出力雑音は、基準電
圧が雑音平均値に等しくなることを許容するほとんどの遠隔制御受信機に見られる雑音よ
りも遥かに低く抑制される。
【００８６】
「オフセット」動作モードにおける比較器の雑音に対する余裕度は「定常状態」動作モー
ドにおけるほど良好でないかもしれないが、更に行われる信号処理と組合わされる簡単な
伝送書式が、データ出力線路２５５（図１４）上で雑音を従える疑似目覚まし系列が発生
する可能性をほとんど除去することができる。目覚まし系列及び図１７に示されたような
短休止時間を伴う書式が使用されることがある。これで判るように、目覚まし系列は、い
くつかの類似パルス遷移３１４～３２３、これに続く休止時間間隔３２６、これにまた続
く所望マンチェスターコード化データ流３２８、３３０を含む。図示の実施励では、絶対
に必要ではないが、初期系列である８マンチェスターコード化遷移３２８が適正同期を確
実にするために伝送される。この同期系列３２８の後に、注目の実際のマンチェスターコ
ード化データ信号３３０が伝送される。この書式で以て、線路２２５上のデコードされた
データ出力信号ＤＯＵＴ及びの出力制御回路１２５（図１４）から出力された線路２５７
上のタイミングパルスＴＲＩＧは、妥当目覚まし系列及び短休止時間が起こった後にのみ
活性化される。これらは、次の休止時間間隔が検出されるまで活性を保つ。
【００８７】
モード制御回路１６０は、マンチェスター遷移表示信号及び線路１００上の分周されたク
ロックパルスに応答して、適当な比較器基準モードを決定する。長休止時間中、「オフセ
ット」動作モードが有効であり、かつ遷移表示信号の示す遷移がどれか検出されるとこれ
が候補目覚まし系列を開始させる。比較器４６は、妥当目覚まし系列が検出されるまで「
オフセット」動作モードに留まる。妥当目覚まし系列は、所定数の適正に間隔を取った逐
次遷移で構成される。適正な間隔を取るために、どれか２つの遷移間の間隔は３シンボル
幅より狭くなければならない。これは、毎遷移に続く線路１００上の分周されたクロック
パルスをカウントすることによって決定される。もしカウント３に達するならば、その系
列を破棄し、かつ次に検出された遷移が過ぎた所で開始する。
【００８８】
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特に、図１８に、入力回路４１の種々の接続点における波形がより詳細に示されている。
目覚まし系列中、曲線セグメント３４０によって示されたように、比較器４６に対する基
準電圧は、信号平均の最終値とオフセットとの和に向け上昇する。目覚ましに続いて、基
準電圧は、点３４２において「定常状態」動作モードへスイッチされる。この図から明ら
かなように、目覚まし中、基準電圧は「定常状態」動作モードが使用されていたとしたな
らば上昇するであろうよりも敏速に信号平均値へと上昇する。これは、短い時定数及びオ
フセット電圧の存在の両方に起因する。図示の実施例では、目覚ましバースト内に１２の
遷移があるがしかし４つの遷移しか目覚ましに必要でないので、システムは、普通、全バ
ーストが完了する前に目覚める。これは基準電圧にとって真の平均値へ落ち着くのに追加
の時間を許すが、「定常状態」動作モードにスイッチしたときには基準電圧が既に真の平
均値になっているならば明らかに有利である。これは、目覚ましが目覚ましバーストの終
端近く又は終端で起こり得る非常に弱い信号又は高雑音条件の場合に特に云える。
【００８９】
システムが目覚めた後、短休止時間が領域３４４で起こる。（注意を要するのは、図１８
に示された休止時間領域３４４は図示の都合上相対的に短くされている。典型的休止時間
は、例えば、２ミリ秒又はそれより長いことがある）。線路２５５上のデータ出力信号及
び線路２５７上のタイミングパルスは、目覚ましに続く短休止時間の終端で使用許可され
る。このホールドオフが目覚ましバーストの残りの部分からデータを出力するの防止する
。短休止時間は、各マンチェスター遷移表示信号パルスに続く線路１００上の分周された
クロックパルスをカウントすることによって検出される。もしカウント３に達したならば
、短休止時間は開始されかつ比較器基準電圧がホールドモードへスイッチされる。これら
の整定は、検出された遷移が再開するか又は線路１００上の分周されたクロックパルス及
びカウントが６４に達するかのどちらかが起こるまで有効を保つ。もし検出された遷移が
先に起こるならば、線路１００上の分周されたクロックパルスのカウントは零にセットさ
れ、比較器基準電圧は「定常状態」動作モードにセットされ、その出力が使用許可され、
デコードされたデータ出力信号ＤＯＵＴ、及びタイミングパルス、すなわち、トリガパル
スＴＲＩＧがそれぞれの出力線路２５７及び２５７に現れる。
【００９０】
本発明は、或る程度の特殊性を伴って説明され図示されたが、本開示はただ例を示すため
に行われたのであって、部分の組合わせ及び配置上の数々の変更は、前掲の特許請求の範
囲に掲げた本発明の精神及び範囲に反することなく、技術の習熟者にとって可能である。
【００９１】
以上の説明に関して更に以下の項を開示する。
【００９２】
（１）　マンチェスターコード化データ流デコーディング装置であって、
前記マンチェスターコード化データ流の遷移が検出されるとき遷移表示出力を発生するよ
うに前記マンチェスターコード化データを受信する遷移検出器、
前記遷移表示出力が発生された後の所定時刻に出力制御パルスを発生する回路、及び
前記マンチェスターコード化データ流を受信するサンプリングフリップフロップであって
、前記出力制御パルスが発生されるとき前記マンチェスターコード化データの状態を出力
するように前記出力制御パルスによって制御される前記サンプリングフリップフロップ
を含む装置。
【００９３】
（２）　第１項記載の装置において、前記サンプリングフリップフロップが前記マンチェ
スターコード化データ流の２進非零復帰形を発生するように動作する、装置。
【００９４】
（３）　第１項記載の装置であって、前記マンチェスターコード化データ流の周波数より
高い周波数でクロックパルス流を発生するクロック発生器を更に含む装置。
【００９５】
（４）　第３項記載の装置において、前記遷移検出器が前記クロックパルス流を受信しか
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つ前記遷移表示出力を前記クロックパルス流のパルスと同期させるように構成される、装
置。
【００９６】
（５）　第１項記載の装置であって、遷移の後に起こるマンチェスターセルの既知半部を
選択する位相セレクタを更に含む装置。
【００９７】
（６）　第５項記載の装置において、前記位相セレクタがマンチェスターセルの第２半部
を選択する、装置。
【００９８】
（７）　第５項記載の装置において、前記位相セレクタがマンチェスターセルの第１半部
を選択する、装置。
【００９９】
（８）　第７項記載の装置であって、前記フリップフロップからの出力を反転させるイン
バータを更に含む装置。
【０１００】
（９）　タイミング回復及びマンチェスターコード化データデコーディングシステムであ
って、
出力パルスを供給する発振器、
マンチェスターコード化データ信号を含むことがある入力信号を受信しかつデータを含む
信号を出力するように接続された多モード入力回路、
毎マンチェスター遷移においてマンチェスター遷移表示信号パルスを発生するために前記
多モード入力回路の出力信号を受信するように接続された遷移検出器、
マンチェスター遷移の後に所定数の発振器パルスを発生するために前記発振器の出力パル
スを受信するように接続されたマンチェスター遷移カウンタ、
サンプル命令信号を発生するために前記マンチェスター遷移カウンタから前記発振器パル
スを受信するように接続された除数２分周回路、及び
前記除数２分周回路の出力に応答して前記マンチェスターコード化データの状態をラッチ
するために前記除数２分周回路の出力と前記マンチェスターコード化データとを受信する
ように接続されたサンプリング回路
を含むシステム。
【０１０１】
（１０）　第９項記載のシステムであって、
前記発振器の出力パルスを受信しかつ出力カウントを発生するように接続されたパルス発
生器、
前記パルス発生器の前記出力カウントが予選択されたカウントに達した際に出力を供給す
るために前記パルス発生器の前記カウント出力を受信するように接続されたモードデコー
ダ、及び
前記モードデコーダの出力の少なくともいくつかを受信するように接続されたモード制御
回路であって、前記多モード入力回路のモードを選択的に制御するように接続された前記
モード制御回路
を更に含むシステム。
【０１０２】
（１１）　第１０項記載のシステムにおいて、前記モードデコーダが論理ゲートアレーで
ある、システム。
【０１０３】
（１２）　第９項記載のシステムであって、
非零復帰出力データ信号と出力タイミングパルスとを発生するために前記サンプリング回
路によってラッチされたデータと前記遷移表示パルスとを受信するように接続された出力
制御回路
を更に含むシステム。
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【０１０４】
（１３）　第１２項記載のシステムであって、半サイクルだけ前記出力タイミングパルス
を遅延させる回路を更に含むシステム。
【０１０５】
（１４）　第９項記載のシステムにおいて、前記多モード入力回路はマンチェスターコー
ド化データ流を含む信号を処理する「定常状態」動作モードと、前記システムに「目覚ま
し」させかつ前記「定常状態」動作モードを再開させるために目覚ましマンチェスターコ
ード化データの系列を起こす必要がある「オフセット」動作モードと、たとえ「定常状態
」動作モードマンチェスターコード化データを受信していなくても、システムバイアスを
維持する「ホールド」動作モードとを有する、システム。
【０１０６】
（１５）　第９項記載のシステムであって、入力信号又は試験信号のどちらが処理される
か制御する試験モード制御回路を更に含む、システム。
【０１０７】
（１６）　第９項記載のシステムにおいて、前記多モード入力回路が
反転入力と非反転入力とを備える比較器、
前記入力信号を前記比較器の前記非反転入力に接続する第１抵抗器、
前記入力信号を前記比較器の前記反転入力に接続する第２抵抗器、
前記比較器の前記反転入力に１つの端で接続された第３対抗器、
前記第２抵抗器と直列に接続された第１スイッチ機能、
前記第３抵抗器の他の端と基準電圧との間に接続された第２スイッチ機能、
前記比較器の前記反転入力と前記非反転入力との間に接続された第１コンデンサ、及び
前記比較器の前記非反転入力と接地との間に接続された第２コンデンサ
を含み、
前記第１スイッチ機能と前記第２スイッチ機能とは前記モード制御回路によって制御され
る、システム。
【０１０８】
（１７）　入力信号内のマンチェスターコード化データ目覚まし系列に応答して休止状態
からマンチェスターコード化データ検出器の動作を開始させる目覚まし回路であって、
前記入力信号のサンプルされた状態に相当するデータ出力信号を発生するために前記マン
チェスターコード化データ検出器が休止状態にあるとき前記入力信号を受信するように初
期的にオフであるホールド動作モードを有する入力回路、
基準電圧と前記入力信号との間の差に相当するデータ出力信号を発生するために入力信号
平均値と所定オフセット電圧との和から導出された前記基準電圧と前記入力信号を比較す
るために前記入力信号を受信するように初期的にオンであるオフセット回路、
前記オフセット回路を選択的にスイッチするために前記入力回路の前記データ出力信号内
に含まれるようにマンチェスターセルが果たして受信されたかどうか判定する回路、及び
前記オフセット回路をオフへ選択的にスイッチするために前記オフセット回路の前記デー
タ出力信号内でそれぞれの所定状態を有するように所定数のマンチェスターセルが逐次受
信されたかどうか判定する回路
を含む目覚まし回路。
【０１０９】
（１８）　第１７項記載の目覚まし回路であって、反転入力と、非反転入力と、出力とを
有する差働増幅器を更に含み、
前記入力回路が前記差働増幅器の前記反転入力と基準電圧との間に接続された第１コンデ
ンサと、前記差働増幅器の前記非反転入力と前記基準電圧との間に接続された第２コンデ
ンサと、前記入力信号と前記差働増幅器の前記反転入力との間に接続された第１抵抗器と
を含み、前記データ出力信号が前記差働増幅器の前記出力に発生され、
前記オフセット回路が前記差働増幅器の前記反転入力と前記基準電圧との間に接続された
第１抵抗器と、前記差働増幅器の前記非反転入力と前記入力信号との間に接続された第２
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抵抗器と、前記オフセット回路をターンオフするために前記第１抵抗器と直列に接続され
た第１スイッチとを含み、前記第１スイッチが閉じたとき前記差働増幅器の前記出力が前
記基準電圧と前記入力信号との間の差に相当する前記データ出力信号を発生し、
前記オフセット回路が前記第２抵抗器と直列に接続された第２スイッチを含み、前記第２
スイッチが閉じかつ前記第１スイッチが開いたとき、前記差働増幅器の前記出力が増幅さ
れた前記入力信号を発生する、
目覚まし回路。
【０１１０】
（１９）　データの非零復帰２進表現を発生するマンチェスターコード化データデコーデ
ィング方法であって、
前記マンチェスターコード化データの各遷移毎にパルスを発生するステップ、
前記マンチェスターコード化データの各遷移毎に発生する前記パルスと時間的に位相を合
わせてサンプリング信号を発生するステップ、
前記サンプリング信号の各発生の際に前記マンチェスターコード化データをラッチしかつ
前記ラッチされたデータを出力として発生するステップ、及び
雑音に対する強化余裕度を達成しながら前記マンチェスターコード化データを受信するよ
うに適応しきい値検出を使用するステップ
を含む方法。
【０１１１】
（２０）　第１９項記載の方法において、前記適応しき値検出を使用するステップがデコ
ーディング装置のデータ入力回路において複数の動作モードを提供するステップを含む、
方法。
【０１１２】
（２１）　第２０項記載の方法において、前記複数の動作モードを提供するステップが「
定常状態」動作モードを提供するステップと「オフセット」動作モードとを提供するステ
ップとを含む、方法。
【０１１３】
（２２）　マンチェスターコード化データ流内の各マンチェスターセルの既知の半部の状
態に相当する非零復帰データ信号を発生する方法であって、
前記マンチェスターコード化データ流内の各遷移において遷移パルスを発生するステップ
、
前記マンチェスターコード化データ流内の前記マンチェスターセルの周波数のｎ倍の周波
数を有する一連のタイミングパルスを発生するステップ、
各遷移パルスに応答して前記一連のタイミングパルスを再開始させるステップ、
各第ｍタイミングパルスが起こる際にマンチェスターセルの現行状態をラッチするステッ
プであって、ｍがｎ／２より大きい、前記ラッチするステップ、
タイミングパルスカウントを供給するために前記タイミングパルスをカウントするステッ
プ、
各遷移パルスに応答して前記カウントする動作を再開始させるステップ、及びもし前記タ
イミングパルスカウントがｎ／２より大きくなれば、次の第（ｎ／２）タイミングパルス
の起こる際に前記マンチェスターコード化データ流をラッチするように前記ラッチする動
作を進めるステップ
を含む方法。
【０１１４】
（２３）　第２２項記載の方法において、前記タイミグパルスが有する周波数は前記マン
チェスターコード化データ流内の前記マンチェスターセルの周波数の２倍であり、ｎは２
である、方法。
【０１１５】
（２４）　マンチェスターコード化データ流内の各マンチェスターセルの第２半部の状態
に相当する非零復帰データ信号を発生する方法であって、
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前記マンチェスターコード化データ流内の前記マンチェスターセルの周波数の半分の周波
数を有する一連のタイミングパルスを発生するステップ、
各第２タイミングパルスが起こる際にマンチェスターセルの現行状態をラッチするステッ
プ、
前記マンチェスターコード化データ流内の２倍幅パルスが起こるのを検出するステップ、
及び
前記２倍幅パルスが検出された後に次に起こるタイミングパルスの際に前記ラッする動作
を開始するように再同期するステップ
を含む方法。
【０１１６】
（２５）　マンチェスターコード化データ流内のマンチェスターセルの第２半部の状態に
相当する非零復帰データ信号を発生する装置であって、
クロックパルス流を発生する発振器、
前記マンチェスターコード化データ流内の各遷移において出力パルスを発生するために前
記マンチェスターコード化データ流を受信するように接続されたパルス発生器、
前記発振器からの前記クロックパルスによってクロック駆動されるように接続された除数
ｎ分周カウンタであって、所定数の前記クロックパルスの後に状態を変化する出力を有す
る前記除数ｎ分周カウンタ、
前記除数ｎ分周カウンタの前記出力によってクロック駆動されるように接続されたタイミ
ングフリップフロップであって、前記除数ｎ分周カウンタの前記出力の毎第２カウントの
際に出力を発生するように接続される前記タイミングフリップフロップ、
前記マンチェスターコード化データ流を受信するデータ入力と前記タイミングフリップフ
ロップの出力を受信するクロック入力とを有するように接続されたサンプリングフリップ
フロップであって、前記サンプリングフリップフロップがクロック駆動されるとき、前記
マンチェスターコード化データ流の状態を出力として供給する前記サンプリングフリップ
フロップ、及び
前記除数ｎ分周カウンタの前記出力を受信するクロック入力と前記パルス発生器の前記パ
ルス出力を受信するリセット入力とを有するように接続されることによって、いつ前記２
倍幅マンチェスターパルスが起こったかを表示する信号を発生する逐次カウンタであって
、前記表示する信号が前記サンプリングフリップフロップをリセットするように接続され
る、前記逐次カウンタ
を含む装置。
【０１１７】
（２６）　本発明の全般的態様によれば、マンチェスターコード化データ流デコーディン
グ装置３４が提供される。この装置は、マンチェスターコード化データ流の遷移が検出さ
れるとき遷移表示出力を発生するようにマンチェスターコード化データを受信する遷移検
出器４５を含む。また、遷移表示出力が発生された後の所定時刻に出力制御パルスを発生
する回路１０５を備える。サンプリングフリップフロップ１２０がマンチェスターコード
化データ流を受信し、かつ出力制御パルスが発生されるときマンチェスターコード化デー
タの状態を出力制御回路１２５へ出力するように出力制御パルスによって制御される。好
適実施例においては、サンプリングフリップフロップ１２０は、マンチェスターコード化
データ流の２進非零復帰波形を発生するように動作する。遷移検出器４５は、その遷移表
示出力をクロックパルス流のパルスと同期させるように構成されることがある。また、マ
ンチェスターコード化データの第１シンボル又は第２シンボルのどちらかを選択して装置
の出力へ供給する位相選択器を含むことがある。
【図面の簡単な説明】
【図１】典型的マンチェスターコード化データ流の波形と、本発明の好適実施例によるタ
イミング回復及びデコーディングシステムを使用して同上データ流から導出された非零復
帰データ流の波形とを示す波形図。
【図２】本発明の好適実施例によるマンチェスターコード化データデコーディングシステ
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ムの全体的電気回路図。
【図３】図２のシステムの動作を通して発生される各種信号の波形図。
【図４】図２のシステムに類似したシステムであって、本発明の他の好適実施による短及
び長休止時間検出特徴、並びに長期休眠及び目覚まし能力を追加して備えるマンチェスタ
ーコード化データデコーディングシステムの電気回路図。
【図５】本発明の更に他の好適実施例によるタイミング回復及びマンチェスターコード化
データデコーディングシステムの詳細電気回路図。
【図６】図５のシステムに使用される発振器の電気回路図。
【図７】図５のシステムに使用される遷移検出器の電気回路図。
【図８】図５のシステムに使用される除数５分周カウンタの電気回路図。
【図９】図５のシステムに使用される除数２分周回路の電気回路図。
【図１０】図５のシステムに使用されるモードデコーダの電気回路図。
【図１１】図５のシステムに使用されるパルス発生器の電気回路図。
【図１２】図５のシステムに使用されるモード制御回路の電気回路図。
【図１３】図５のシステムに使用される遷移カウンタの電気回路図。
【図１４】図５のシステムに使用され、マンチェスターコード化データを含むことがある
入力信号から導出された非零復帰データ出力及びこれに伴うタイミング又はトリガパルス
を発生する出力回路の電気回路図。
【図１５】図５のシステムに使用される試験モード選択回路の電気回路図。
【図１６】図５のシステムの各動作モードにおける図１５の回路からの出力信号波形図で
あって、Ａは「定常状態」動作モードにおける出力信号波形、Ｂは「ホールド」動作モー
ドにおける出力信号波形、及びＣは「オフセット」動作モードにおける出力信号波形。
【図１７】図５のシステムに採用される目覚まし系列及び短休止時間間隔を伴うパルス信
号の波形図。
【図１８】図５のシステムの入力回路内の比較器の種々の接続点における信号の詳細な波
形図。
【図１９】図５のシステムに使用される多モード入力回路の詳細な回路図。
【符号の説明】
３４　タイミング回復及びマンチェスターコード化データデコーディングシステム
３５　発振器
４０　（システム）入力線路
４１　多モード入力回路
４５　遷移検出器（単安定パルス発生器）
４６　比較器
４７　第１抵抗器
４８　第２抵抗器
５０　第１スイッチ
５５　試験モード制御回路
５６　第３抵抗器
５８　第２スイッチ
６０　第１コンデンサ
６１　第２コンデンサ
７５　除数５分周カウンタ（マンチェスター遷移カウンタ）
１０５　除数２分周回路
１１０　モードデコーダ
１２０　サンプリング回路
１２１　サンプリングＤ形フリップフロップ
１２５　出力制御回路
１３０　パルス発生器
１６０　モード制御回路
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１６５　目覚ましカウンタ、遷移カウンタ
２１２　マルチプレクサ
２５５　データ出力線路
２８０　電流源
２８１　ミラー回路
４００　マンチェスターコード化データデコーディングシステム
４０２　逐次カウンタ
４３０　マンチェスターコード化データデコーディングシステム
４３１　短休止時間レジスタ
４３２　長休止時間レジスタ
２ＩＮＩ　２倍幅パルス表示信号
２ＸＣＫ　分周されたクロックパルス
ＤＡＳＫ　復調ＡＳＫ信号（入力信号）
ＤＢ２ＩＮＩ　同期パルス
ＤＯＵＴ　デコードされたデータ出力信号
Ｍ２ＤＡＴ　遷移表示信号
ＭＤＡＴ　マンチェスターコード化データ信号
ＳＣＬＫ　クロックパルス
ＳＳＭＳ　サンプル命令信号
ＴＲＩＧ　タイミングパルス、すなわち、トリガパルス
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

(24) JP 4009338 B2 2007.11.14



【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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