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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号をパルスに変換する送信回路と
　交流結合素子を備え、前記送信回路からのパルスを非接触で伝送する非接触伝送路と、
　前記非接触伝送路を介して伝送されたパルスに応じた受信信号の、正極性パルスと負極
性パルスの先着判定に基づいて、前記入力信号を復元する復元回路と、
　前記非接触伝送路の出力を初期化する初期化部と、
　前記正極性パルスと負極性パルスの受信後に前記初期化が行われるように、前記初期化
部を制御する制御信号を出力する初期化制御部と、を備えた通信装置。
【請求項２】
　前記非接触伝送路を介して受信したパルスのパルス幅を拡幅する拡幅回路をさらに備え
、
　前記復元回路が前記拡幅回路で拡幅された受信パルスに基づいて、前記入力信号を復元
する請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記初期化部が初期化を行うタイミング、及び期間の少なくとも一方を調整する回路を
さらに備えた請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記非接触伝送路の受信側の前記交流結合素子の両端に前記初期化部が接続されている
請求項１に記載の通信装置。
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【請求項５】
　前記初期化部が前記非接触伝送路の受信側に接続されたトランジスタを備え、
　前記初期化制御部が、前記トランジスタをＯＮ／ＯＦＦ制御し、
　前記トランジスタがＯＮすることで、初期化が行われる請求項１に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記非接触伝送路には、前記交流結合素子に接続されたハイパスフィルタが設けられて
いる請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　送信回路において、入力信号をパルスに変換し
　交流結合素子を備えた非接触伝送路を介して、前記送信回路からのパルスを非接触で受
信回路に伝送し、
　前記非接触伝送路を介して伝送されたパルスに応じた受信信号の、正極性パルスと負極
性パルスの先着判定に基づいて、前記入力信号を復元し、
　前記正極性パルスと負極性パルスの受信後に初期化が行われるように、制御信号を生成
し、
　前記制御信号に基づいて、前記非接触伝送路の出力を初期化する通信方法。
【請求項８】
　前記非接触伝送路を介して受信パルスのパルス幅を拡幅し、
　前記パルス幅が拡幅された受信パルスに基づいて、前記入力信号を復元する請求項７に
記載の通信方法。
【請求項９】
　前記初期化を行うタイミング、及び期間の少なくとも一方を調整する請求項７に記載の
通信方法。
【請求項１０】
　前記非接触伝送路の受信側の前記交流結合素子の両端に前記初期化を行う初期化部が接
続されている請求項７に記載の通信方法。
【請求項１１】
　前記非接触伝送路の受信側に接続されたトランジスタが設けられ、
　前記制御信号に応じて、前記トランジスタがＯＮ／ＯＦＦ制御され、
　前記トランジスタがＯＮすることで、初期化が行われる請求項７に記載の通信方法。
【請求項１２】
　前記非接触伝送路には、前記交流結合素子に接続されたハイパスフィルタが設けられて
いる請求項７に記載の通信方法。
【請求項１３】
　交流結合素子を備えた非接触伝送路を介して伝送されたパルスに応じた受信信号の、正
極性パルスと負極性パルスの先着判定に基づいて、入力信号を復元する復元回路と、
　前記非接触伝送路の出力を初期化する初期化部と、
　前記正極性パルスと負極性パルスの受信後に前記初期化が行われるように、前記初期化
部を制御する制御信号を出力する初期化制御部と、を備えた受信装置。
【請求項１４】
　前記非接触伝送路を介して受信したパルスのパルス幅を拡幅する拡幅回路をさらに備え
、
　前記復元回路が前記拡幅回路で拡幅された受信パルスに基づいて、前記入力信号を復元
する請求項１３に記載の受信装置。
【請求項１５】
　前記初期化部が初期化を行うタイミング、及び期間の少なくとも一方を調整する回路を
さらに備えた請求項１３に記載の受信装置。
【請求項１６】
　前記非接触伝送路の受信側の前記交流結合素子の両端に前記初期化部が接続されている
請求項１３に記載の受信装置。
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【請求項１７】
　前記初期化部が前記非接触伝送路の受信側に接続されたトランジスタを備え、
　前記初期化制御部が、前記トランジスタをＯＮ／ＯＦＦ制御し、
　前記トランジスタがＯＮすることで、初期化が行われる請求項１３に記載の受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は受信装置、通信装置、及び通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、パルスアイソレータが開示されている。特許文献１のパルスアイソレ
ータは、パルストランスを使用している。こうすることで、入出力間を絶縁した状態で、
パルス信号を伝送することが可能になる。具体的には、入力パルス信号が供給されると、
入力パルス信号の立ち上がり、立ち下がりにおいて、パルストランスの一次巻線に電流が
流れる。したがって、パルストランスの二次巻線の両端に電圧が誘起される。
【０００３】
　さらに、パルストランスの二次側には、リンギングを抑えるための抵抗が設けられてい
る。すなわち、二次巻線の両端が抵抗を介して接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１１１３９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のパルスアイソレータでは、二次巻線の両端が抵抗を介して接続されている
。このため、出力パルス信号が、減衰してしまい、正常の通信の妨げになってしまう。
【０００６】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施の形態によれば、通信装置は、非接触伝送路を介して伝送されたパルスに応じた
受信信号に基づいて、入力信号を復元する復元回路と、前記非接触伝送路の出力を初期化
する初期化部と、前記非接触伝送路を介して受信したパルスに応じた受信信号に基づいて
、前記初期化部を制御する制御信号を出力する初期化制御部と、を備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　前記一実施の形態によれば、非接触伝送路を介して伝送された信号を精度よく復元する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】非接触伝送路を有する通信装置の構成を示す回路図である。
【図２】図１に示す通信装置での信号波形を示すタイミングチャートである。
【図３】図１に示す通信装置での信号波形を示すタイミングチャートである。
【図４】通信装置の概略構成を示す図である。
【図５】図４に示した通信装置の信号波形を示すタイミングチャートである。
【図６】実施の形態１にかかる通信装置の構成を示すブロック図である。
【図７】実施の形態１にかかる通信装置の信号波形を示すタイミングチャートである。
【図８】実施の形態１にかかる通信装置の一構成例を示す回路図である。
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【図９】初期化を行わない場合の信号波形を示すタイミングチャートである。
【図１０】初期化を行った場合の信号波形を示すタイミングチャートである。
【図１１】実施の形態２にかかる通信装置の構成を示すブロック図である。
【図１２】実施の形態２にかかる通信装置の信号波形を示すタイミングチャートである。
【図１３】実施の形態２の通信装置における要部の構成例を示す図である。
【図１４】拡幅回路の一構成例を示す回路図である。
【図１５】コンパレータの一構成例を示す回路図である。
【図１６】実施の形態３にかかる通信装置の構成を示すブロック図である。
【図１７】実施の形態３にかかる通信装置の信号波形を示すタイミングチャートである。
【図１８】パルス極性に応じて信号を復元する構成を簡略化して示す図である。
【図１９】パルス極性に応じて信号を復元する場合のタイミングチャートである。
【図２０】パルス数に応じて信号を復元する構成を簡略化して示す図である。
【図２１】パルス数に応じて信号を復元する場合のタイミングチャートである。
【図２２】ＳＲ論理回路を用いて信号を復元する構成を簡略化して示す図である。
【図２３】ＳＲ論理回路を用いて信号を復元する場合のタイミングチャートである。
【図２４】本実施の形態に係る通信装置の適用事例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　説明の明確化のため、以下の記載及び図面は、適宜、省略、及び簡略化がなされている
。また、様々な処理を行う機能ブロックとして図面に記載される各要素は、ハードウェア
的には、ＣＰＵ、メモリ、その他の回路で構成することができ、ソフトウェア的には、メ
モリにロードされたプログラムなどによって実現される。したがって、これらの機能ブロ
ックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな
形で実現できることは当業者には理解されるところであり、いずれかに限定されるもので
はない。なお、各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じ
て重複説明は省略されている。
【００１１】
　まず、非接触伝送路を有する通信装置の構成、及び動作について、図１～図３を用いて
説明する。図１は、通信装置２００の構成を示す回路図であり、図２、及び図３は、通信
装置２００の信号波形を示すタイミングチャートである。図２、図３は、図１に示す端子
Ａ～Ｓでの信号波形を示している。すなわち、端子Ａ～Ｓにおける信号を適宜、信号Ａ～
Ｓ等として説明する。
【００１２】
　図１に示すように通信装置２００は、送信回路２１０と、非接触伝送路２２０と、受信
回路２３０とを備えている。通信装置２００は、パルスアイソレータなどであり、非接触
伝送路２２０を介して、信号を伝送する。すなわち、送信回路２１０から送信された信号
は非接触伝送路２２０を介して、受信回路２３０に受信される。
【００１３】
　送信回路２１０は、反転増幅器２１３、エッジ検出回路２１４、エッジ検出回路２１５
、ＡＮＤ回路２１６～２１８、反転増幅器２１９を備えている。非接触伝送路２２０は、
一次側コイル２２１、二次側コイル２２２、フィルタ２２３、フィルタ２２４を備えてい
る。受信回路２３０は、復元回路２３５を備えている。復元回路２３５は、コンパレータ
２３１、コンパレータ２３２、拡幅回路２３３、拡幅回路２３４、判定回路２３６、ラッ
チ回路２３７を備えている。
【００１４】
　送信回路２１０は、入力信号ＩＮを送信パルスに変換する回路である。送信回路２１０
で生成された送信パルスは、非接触伝送路２２０を介して、受信回路２３０に受信される
。受信回路２３０の復元回路２３５は、非接触伝送路２２０を介して受信した受信パルス
を用いて、信号を復元する。
【００１５】
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　分岐された入力信号ＩＮの一方は、反転増幅器２１３を介して、エッジ検出回路２１４
に入力され、他方はエッジ検出回路２１５に入力される。エッジ検出回路２１４、及びエ
ッジ検出回路２１５は信号の立ち上がり（ライズエッジ）を検出する。したがって、図２
に示す入力信号ＩＮが受信回路２１０に入力されると、エッジ検出回路２１４、エッジ検
出回路２１５からの出力信号は、それぞれ図２のＡ、Ｂのような信号波形になっている。
エッジ検出回路２１４、エッジ検出回路２１５からの信号Ａ，Ｂは、ＡＮＤ回路２１６に
入力される。ＡＮＤ回路２１６は信号Ａと信号Ｂとの論理積（ＡＮＤ）をＡＮＤ回路２１
７、２１８に出力する。ＡＮＤ回路２１６からの出力は、図２の信号Ｃのようになってい
る。ＡＮＤ回路２１６からの信号Ｃは、入力信号ＩＮのライズエッジに対応するライズパ
ルスと、フォールエッジに対応するフォールパルスが含まれている。
【００１６】
　ＡＮＤ回路２１７には、ＡＮＤ回路２１６からの信号Ｃと、反転増幅器２１３からの信
号が入力されている。したがって、ＡＮＤ回路２１７は信号Ｃと、入力信号ＩＮの反転信
号とのＡＮＤを出力する。ＡＮＤ回路２１７の出力は、３段の反転増幅器２１９で増幅さ
れて、図２の信号Ｄのようになる。ＡＮＤ回路２１８には、ＡＮＤ回路２１６の信号Ｃと
、入力信号ＩＮが入力されている。したがって、ＡＮＤ回路２１７は信号Ｃと、入力信号
ＩＮのＡＮＤを出力する。ＡＮＤ回路２１８の出力は、３段の反転増幅器２１９で増幅さ
れて、図２の信号Ｅのようになる。
【００１７】
　送信回路２１０は、信号Ｄと信号Ｅを非接触伝送路２２０に送信する。非接触伝送路２
２０は、一次側コイル２２１と二次側コイル２２２とフィルタ２２３とフィルタ２２４と
を備えている。一次側コイル２２１と二次側コイル２２２とは、絶縁境界が介在した絶縁
トランスとなっている。また、二次側コイル２２２は、センタ―タップによってＶＤＤに
接続されている。一次側コイル２２１の一端には信号Ｄが供給され、他端には信号Ｅが供
給される。
【００１８】
　したがって、一次側コイル２２１には、信号Ｄと信号Ｅとに応じた電流Ｆが流れる（図
２のＦ参照）。入力信号ＩＮの立ち上がり（ライズエッジ）、又は立ち上がり（フォール
エッジ）に応じたタイミングで、パルス状の電流Ｆが一次側コイル２２１に流れる。また
、入力信号ＩＮのライズエッジとフォールエッジとでは、一次側コイル２２１に流れる電
流Ｆの方向が反対になる。これにより、入力信号ＩＮのエッジの情報を送信パルスの極性
に変換することができる。
【００１９】
　二次側コイル２２２には、電流Ｆに応じた差動電圧が誘起される。差動電圧Ｇは、図２
、及び図３の信号Ｇに示されている。差動電圧Ｇには、入力信号ＩＮのエッジに対応する
エッジパルス（メインパルス）と、エッジパルスの直後に現れるカウンターパルスが存在
している。カウンターパルスはエッジパルスと反対の極性となっており、エッジパルスと
対となって現れる。差動電圧Ｇには、入力信号ＩＮのライズエッジに対応する正極性のエ
ッジパルスと、入力信号ＩＮのフォールエッジに対応する負極性のエッジパルスが存在し
ている。さらに、正極性のエッジパルスの直後には負極性のカウンターパルスが存在し、
負極性のエッジパルスの直後には、正極性のカウンターパルスが存在している。
【００２０】
　二次側コイル２２２の一端はフィルタ２２３に接続され、他端はフィルタ２２４に接続
されている。フィルタ２２３、及びフィルタ２２４は、例えばＲとＣとを備えたハイパス
フィルタ（ＨＰＦ）である。フィルタ２２３、及びフィルタ２２４は、非接触伝送路２２
０を介して受信した受信パルスからノイズ成分を除去する。フィルタ２２３、２２４を通
過した信号はそれぞれコンパレータ２３１、２３２に出力される。
【００２１】
　コンパレータ２３１では、フィルタ２２３の出力信号が非反転入力端子に入力され、フ
ィルタ２２４の出力信号が反転入力端子に入力される。したがって、コンパレータ２３１
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は、差動電圧Ｇの正極性のパルスを検出する。コンパレータ２３１の出力は、図３の信号
Ｈのようになる。コンパレータ２３２では、フィルタ２２３の出力が反転入力端子に入力
され、フィルタ２２４の出力が非反転入力端子に入力される。したがって、コンパレータ
２３１は、差動電圧Ｇの負極性のパルスを検出する。コンパレータ２３２の出力は、図３
の信号Ｊのようになる。信号Ｈには、差動電圧Ｇの正極性のパルスに対応するパルスが含
まれている。信号Ｊには、差動電圧Ｇの負極性のパルスに対応するパルスが含まれている
。コンパレータ２３１、２３２は、二次側コイル２２２の両端子を差動入力とする差動ア
ンプとなる。
【００２２】
　コンパレータ２３１からの信号Ｈは、拡幅回路２３３に入力される。コンパレータ２３
２からの信号Ｊは、拡幅回路２３４に入力される。拡幅回路２３３、拡幅回路２３４は、
入力された信号Ｈ、Ｊのパルス幅をそれぞれ拡幅する。すなわち、拡幅回路２３３、及び
拡幅回路２３４は、ライズエッジを高速に出力し、フォールエッジを遅延して出力する遅
延回路である。これにより、パルスの立ち下がりを遅らせることができる。よって、拡幅
回路２３３は、信号Ｈに含まれるパルスのパルス幅を広くする。拡幅回路２３３は、信号
Ｊに含まれるパルスのパルス幅を広くする。したがって、拡幅回路２３３からの出力、及
び拡幅回路２３４の出力は、それぞれ図３の信号Ｉ、及び信号Ｋのようになる。
【００２３】
　拡幅回路２３３からの信号Ｉ、及び拡幅回路２３４からの信号Ｋは、判定回路２３６に
入力される。判定回路２３６は信号Ｉのパルスと信号Ｋのパルスの先着を判定する回路で
ある。判定回路２３６は、フリップフロップ回路２３６ａと、フリップフロップ回路２３
６ｂとＡＮＤ回路２３６ｃと、ＡＮＤ回路２３６ｄとを備えている。フリップフロップ回
路２３６ａと、フリップフロップ回路２３６ｂは、Ｓ優先のＲＳフリップフロップ回路で
ある。
【００２４】
　拡幅回路２３３からの信号Ｉは、フリップフロップ回路２３６ｂのＳ端子、及びＡＮＤ
回路２３６ｃに入力される。さらに拡幅回路２３３からの信号Ｉは反転されて、フリップ
フロップ回路２３６ａのＲ端子に入力される。拡幅回路２３４からの信号Ｋは、フリップ
フロップ回路２３６ａのＳ端子、及びＡＮＤ回路２３６ｄに入力される。さらに拡幅回路
２３３からの信号Ｋは反転されて、フリップフロップ回路２３６ｂのＲ端子に入力される
。
【００２５】
　フリップフロップ回路２３６ａは、Ｋ＝１でＳｅｔされ、Ｉ＝０でＲｅｓｅｔされる。
フリップフロップ回路２３６ｂは、Ｉ＝１でＳｅｔされ、Ｋ＝０でＲｅｓｅｔされる。し
たがって、フリップフロップ回路２３６ａからの信号、及びフリップフロップ回路２３６
ｂからの信号は、それぞれ図３の信号Ｌ、及び信号Ｍのようになる。
【００２６】
　フリップフロップ回路２３６ａからの信号Ｌは、反転して、ＡＮＤ回路２３６ｃに入力
される。フリップフロップ回路２３６ｂからの信号Ｍは、反転して、ＡＮＤ回路２３６ｄ
に入力される。したがって、ＡＮＤ回路２３６ｃの出力、及びＡＮＤ回路２３６ｄの出力
は、それぞれ図３の信号Ｓ、及び信号Ｒのようになる。ＡＮＤ回路２３６ｃからの信号Ｓ
とＡＮＤ回路からの信号Ｒは、反転されて、ラッチ回路２３７に入力される。ラッチ回路
２３７は２つのＮＡＮＤ回路を含んでいる。
【００２７】
　ラッチ回路２３７からの出力信号ＯＵＴは、信号Ｓのパルスのライズをライズエッジと
し、信号Ｒのパルスのライズエッジをフォールエッジとするパルス信号である。従って、
ラッチ回路２３７からの出力信号ＯＵＴが入力信号ＩＮと同等の信号となる。このように
して、復元回路２３５が入力信号ＩＮを復元する。上記した通信装置２００及び通信方法
の一部又は全部は、後述する本実施の形態において利用可能である。
【００２８】
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　このように、アイソレータのような通信装置２００では、送信回路２１０は、入力信号
ＩＮのエッジ部分を抜き出して、ライズパルスと、フォールパルスを生成している。そし
て、ライズパルスとフォールパルスとで、一次側コイル２２１に流れる電流Ｆの方向を変
えている。すなわち、入力信号ＩＮのライズエッジとフォールエッジのエッジ情報を受信
パルスの極性に変換している。例えば、入力信号ＩＮのライズエッジでは、差動電圧Ｇが
正極性のエッジパルスとなり、フォールエッジでは差動電圧Ｇが負極性のエッジパルスと
なる。このように、入力信号ＩＮのライズエッジとフォールエッジとで、差動電圧Ｇの極
性が変わる。
【００２９】
　このような通信装置２００において、受信側のカウンターパルスが伸びると、次のエッ
ジパルスと干渉してしまう。そのため、Ｈｉ／Ｌｏの情報が消失して、復元回路２３５が
復元を誤ってしまう恐れがある。そのため、遅延短縮や高データレート化が妨げられると
いう問題点がある。一方、差動電圧Ｇに含まれるカウンターパルスから一定の時間Ｔｎは
、信号の復元に不要な成分となる。
【００３０】
　次に、図４、及び図５を用いて、上記の問題点について説明する。図４は、通信装置２
００の構成を簡略して示すブロック図である。図５は、通信装置における信号波形を示す
タイミングチャートである。すなわち、図５は、図４に示す端子Ａ～Ｌでの信号波形を示
している。なお、図１～図３と共通する内容については、説明を省略する。
【００３１】
　送信回路２１０は、パルス生成回路２１１とパルス生成回路２１２を備えている。パル
ス生成回路２１１は、入力信号Ａのライズエッジに対応するライズパルスを生成する。す
なわち、パルス生成回路２１２は、受信信号Ａのフォールエッジに対応するフォールパル
スを生成する。したがって、パルス生成回路２１１からの出力とパルス生成回路２１２か
らの出力は、図５の信号Ｂ、信号Ｃに示すようになる。
【００３２】
　パルス生成回路２１１からの信号Ｂが一次側コイル２２１の一端に供給され、パルス生
成回路２１２からの信号Ｃが一次側コイル２２１の他端に供給される。よって、一次側コ
イル２２１には、信号Ｂと信号Ｃとの差動電圧に応じた電流が流れる。信号Ｂのライズパ
ルスと信号Ｃのフォールパルスとで逆極性の電流が一次側コイル２２１に流れる。
【００３３】
　二次側コイル２２２には、一次側コイル２２１に流れる電流に応じた電圧が発生する。
二次側コイル２２２には、電流の向きに応じた極性の電圧が誘起される。二次側コイル２
２２には、エッジ情報を有する電圧が誘起される。二次側コイル２２２に発生する電圧は
、図５の電圧Ｄ－Ｅのようになっている。電圧Ｄ－Ｅには、入力信号Ａのライズエッジに
対応するエッジパルスＰ１と、フォールエッジに対応するエッジパルスＰ３が含まれてい
る。正極性のエッジパルスＰ１の直後には、負極性のカウンターパルスＰ２があり、負極
性のエッジパルスＰ３の直後には、正極性のカウンターパルスＰ４がある。
【００３４】
　図１と同様に、二次側コイル２２２の一端には、フィルタ２２３が接続され、他端には
、フィルタ２２４が接続されている。フィルタ２２３、フィルタ２２４は、低周波の同相
ノイズを除去するハイパスフィルタである。
【００３５】
　フィルタ２２３を通過した信号Ｆ、及びフィルタ２２４を通過した信号Ｇは、図１と同
様にコンパレータ２３１、２３２に入力される。そして、コンパレータ２３１、及びコン
パレータ２３２は、エッジパルス、及びカウンターパルスを極性毎に分離する。コンパレ
ータ２３１の出力とコンパレータ２３２の出力は、拡幅回路２３３、２３４によって、拡
幅される。
【００３６】
　例えばＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）ドライバに適用されるアイソ
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レータでは、ＩＧＢＴのスイッチングに伴って、コントローラ側チップ（送信回路２１０
）とＩＧＢＴ側チップ（受信回路２３０）の基準電位に１ｋＶ程度の差が生じる。この基
準電位の変動がトランス間寄生容量を介して伝搬するため、信号Ｄおよび信号Ｅに同相ノ
イズが混入する。しかしながら、ノイズの周波数は一般には信号成分より低いため、フィ
ルタ２２３、２２４で除去することができる。フィルタ２２３を通過した信号Ｆおよびフ
ィルタ２２４を通過した信号Ｇには、エッジ情報の本体であるエッジパルスとその直後に
生じる逆極性のカウンターパルスが混在している。２つのコンパレータ２３１、２３２は
エッジパルス、及びカウンターパルスを極性ごとに分離する。
【００３７】
　なお、前述のフィルタ２２３、２２４にはコンパレータ２３１、２３２の動作点を決め
る役割もある。コンパレータ２３１、２３２の出力に含まれるエッジパルスを拡幅回路２
３３、２３４が拡幅する。
【００３８】
　拡幅回路２３３、２３４からの信号Ｊ、Ｋは、判定回路２３６に入力される。信号復元
に不要なカウンターパルスがエッジパルスの直後に発生する。例えば、判定回路２３６が
先着判定を行うことで、復元回路２３５が入力信号Ａを復元する。信号を先着判定論理で
処理することで入力信号Ａを復元した出力信号Ｌが得られる。
【００３９】
　以上がアイソレータの通信原理である。しかしながら、上記したように、二次側コイル
２２２からの信号Ｄ，信号Ｅに同相ノイズが生じてしまうこともある。同相ノイズは、信
号Ｄと信号Ｅの両方に同じように乗る。したがって、基本的には、差動構成によって、同
相ノイズを除去することができる。しかしながら、信号Ｄと信号Ｅに乗る同相ノイズの量
が異なってしまう場合がある。この場合の信号波形を図５に拡大して示す。図５の信号Ｄ
－Ｅの拡大図に示すように、信号Ｄと信号Ｅの同相ノイズに差分が生じると、カウンター
パルスＰ２とエッジパルスＰ３との間にノイズが発生する。
【００４０】
　図５の拡大図に示すように、同相ノイズにもカウンター成分がある。例えば、正極性の
同相ノイズが発生すると、その直後に負極性のカウンター成分が発生する。同相ノイズの
周波数成分は低いので、振幅は小さくなるが、ノイズの幅が広くなってしまう。
【００４１】
　このような同相ノイズがある場合、閾値を下げることができなくなってしまう。すなわ
ち、受信回路２３０で受信信号を検出するためには、閾値を下げることが有効であるが、
同相ノイズがある場合、閾値を下げると同相ノイズに反応してしまう。これにより、受信
回路２３０が、誤作動してしまう。このような同相ノイズは、周波数が低いため、ハイパ
スフィルタが除去することが可能であるが、ＲＣのハイパスフィルタを通過すると、信号
波形に揺り戻しが生じてしまう。
【００４２】
　フィルタ２２３、２２４通過後のカウンターパルスが減衰する過程で、波形がゼロレベ
ルをまたいで再びエッジパルスの極性側に揺り戻しが生じる場合がある（図５のＦ－Ｇの
破線）。この揺り戻しは、ＲＣのフィルタ２２３、２２４の過渡特性に起因する。揺り戻
しによってコンパレータ２３１、２３２あるいは拡幅回路２３３、２３４の出力において
パルス幅が広くなる恐れがある（図５の信号Ｊ、Ｋ参照）。したがって、判定回路２３６
への入力パルスの間隔が狭まる。判定回路２３６がエッジパルスの処理を終え、スタンバ
イ状態に戻る前に次のエッジパルスが到達してしまうと、エッジパルスとカウンターパル
スを識別できなくなり信号復元を誤る（図５の出力信号Ｌ参照）。
【００４３】
　上記のように、Ｆ－Ｇの破線に示す揺り戻しがある場合、拡幅回路２３３、２３４の出
力Ｊ、Ｋには、揺り戻しの期間にもパルスが生じてしまう。したがって、パルス幅が広く
なると、パルス同士が干渉してしまい、信号の復元が困難になる。特に、高データレート
での通信を行う場合、パルスが干渉しやすいため、信号復元が困難になる。なお、特許文
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献１では、揺り戻しを減衰することができるが、エッジパルスも減衰してしまう。このた
め、復元回路２３５が信号復元を誤ってしまうおそれがある。
【００４４】
　そこで、本実施形態では、受信回路が受信信号の初期化を行っている。なお、受信信号
の初期化とは、受信信号を減衰または消去することである。このようにすることで、信号
を確実に復元することができる。したがって、遅延短縮、及びデータレートの高速化を図
ることができる。
【００４５】
実施の形態１．
　本実施の形態にかかる通信装置１００について、図６を用いて説明する。図６は、通信
装置１００の構成を示すブロックである。図７は、図６の端子Ａ～Ｌにおける信号波形を
示すタイミングチャートである。通信装置１００は、送信回路１０と、非接触伝送路２０
と、受信回路３０とを備えている。受信回路３０は、復元回路３５と、初期化制御部４０
と、初期化部５０と、を備えている。
【００４６】
　図１に示した通信装置２００と同様に、通信装置１００は、パルスアイソレータなどで
あり、非接触伝送路２０を介して、信号を伝送する。非接触伝送路２０は交流結合素子で
ある１次側コイル２１及び二次側コイル２２を備えている。送信回路１０から送信された
信号は非接触伝送路２０を介して、受信回路３０に受信される。送信回路１０、非接触伝
送路２０、及び復元回路３５は、図１、又は図４に示した送信回路２１０、非接触伝送路
２２０、及び復元回路２３５と同様の構成であるため説明を省略する。すなわち、受信回
路３０は、図１又は図４に示した構成に、初期化制御部４０と、初期化部５０とが追加さ
れた構成を有している。また、入力信号Ａ、及び送信回路１０からの信号Ｂ、Ｃは、図５
と同様になっている。
【００４７】
　送信回路１０から非接触伝送路２０を介して受信した受信信号Ｆ，Ｇが復元回路３５に
入力される。復元回路３５は、受信信号Ｆ，Ｇに基づいて、入力信号Ａを復元する。すな
わち、復元回路３５は、入力信号Ａに対応する出力信号Ｌを生成する。復元回路３５にお
ける処理には、図１～図５で示した処理と同様の処理を用いることができる。すなわち、
復元回路３５は、コンパレータや拡幅回路を有している。
【００４８】
　信号Ｆと信号Ｇとの差動電圧Ｆ－Ｇには、図７に示すように、エッジパルス（メインパ
ルス）Ｐ１，Ｐ３とカウンターパルスＰ２，Ｐ４が含まれている。復元回路３５は、初期
化制御部４０に信号を送信する。初期化制御部４０はその信号から信号復元に必要な部分
と不要な部分とを識別し、その識別結果を初期化制御信号Ｍとして初期化部５０に伝達す
る。初期化部５０は、初期化制御部４０から送信された初期化制御信号Ｍに従って非接触
伝送路２０の信号Ｆおよび信号Ｇを初期化する。
【００４９】
　なお、非接触伝送路２０からの信号Ｆ，信号Ｇの差動電圧における揺り戻し成分（Ｆ－
Ｇの破線）が、次のエッジパルスと干渉することを避ける必要がある。このため、例えば
、カウンターパルスＰ２の後において、初期化制御信号Ｍは遅くとも次のエッジパルスＰ
３が到達するまでに初期化指示を終了する。同時に、初期化動作により復元回路３５が動
作できる下限の信号強度を下回るまで信号Ｆおよび信号Ｇを減衰させるように、初期化部
５０の能力を調整する。具体的な一例として、初期化制御部４０は、信号Ｆと信号Ｇを入
力とするＯＲ（論理和）回路を含んでいる。また、初期化部５０は、スイッチとなるトラ
ンジスタを含んでいる。そして、初期化部５０のトランジスタが、非接触伝送路２０の出
力側の端子Ｆと端子Ｇとを接続する。初期化制御部４０からの初期化制御信号Ｆによって
トランジスタがＯＮ／ＯＦＦする。
【００５０】
　本実施形態では、信号Ｆ－Ｇのエッジパルスが復元回路３５に入力されると初期化制御
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部４０から初期化制御信号Ｍが出力される。初期化制御信号Ｍが出力される条件は、復元
回路３５に入力される信号のエッジパルスが到達することである。例えば、エッジパルス
Ｐ１の到達後、次のエッジパルスＰ３が到達するまでの全ての信号成分は復元動作に不要
である。初期化部５０のトランジスタのゲートに初期化制御部４０からの初期化制御信号
Ｍを入力する。初期化部５０は、初期化制御信号Ｍに基づいて、端子Ｆと端子Ｇとを短絡
する。こうすることで、復元に不要な受信信号を初期化部５０が強制的に減衰させる。
【００５１】
　この結果、隣接パルス間隔を狭めてもパルス同士の干渉が起こりにくくなる。よって、
入出力間遅延の短縮や高データレート化を達成することが可能になる。なお、復元回路３
５から初期化制御部４０へ送信する信号は、復元回路３５の内部波形だけでなく、例えば
復元回路３５の入力信号そのものであっても良い。あるいは、初期化制御信号Ｍの生成に
適した任意の端子から取り出すことができる。また、初期化制御部４０はＯＲ回路に限ら
れるものではない。例えば、初期化制御部４０は、ＡＮＤ回路とすることもできる。初期
化部５０が端子Ｆと端子Ｇを接続するトランジスタに限られるものではない。例えば、初
期化部５０が、端子Ｆと端子Ｇを個別に基準電位と接続するトランジスタであってもよい
。
【００５２】
　次に、本実施形態にかかる通信装置１００の非接触伝送路２０、及び受信回路３０の詳
細な構成、及び動作について、図８～図１０を用いて説明する。図８は、通信装置１００
の構成の一例を示す回路図である。図９は、初期化を行わない場合の信号波形を示すタイ
ミングチャートであり、図１０は初期化を行った場合の信号波形を示すタイミングチャー
トである。
【００５３】
　送信回路１０は、エッジ生成回路１１とエッジ生成回路１２とを備えている。エッジ生
成回路１１は、入力信号Ａに含まれるパルスのライズエッジを検出して、検出したライズ
エッジに対応するエッジパルスを生成する。エッジ生成回路１１は、入力信号Ａに含まれ
るパルスのフォールエッジを検出して、検出したフォールエッジに対応するエッジパルス
を生成する。
【００５４】
　送信回路１０からは信号Ｂ、及び信号Ｃが非接触伝送路２０に送信される。非接触伝送
路２０は、一次側コイル２１、及び二次側コイル２２を備えている。一次側コイル２１と
二次側コイル２２とは、絶縁境界が介在した絶縁トランスとなっている。すなわち、一次
側コイル２１と二次側コイル２２とは交流的に結合された交流結合素子である。一次側コ
イル２１の一端には信号Ｂが供給され、他端には信号Ｃが供給される。したがって、一次
側コイル２１には、信号Ｂと信号Ｃとの差動電圧に応じた電流が流れる。入力信号ＩＮの
立ち上がり（ライズエッジ）、又は立ち上がり（フォールエッジ）のタイミングで、パル
ス状の電流が一次側コイル２１に流れる。また、入力信号ＩＮのライズエッジにおいて一
次側コイル２１に流れる電流は、フォールエッジにおいて一次側コイル２１に流れる電流
と反対の向きになる。これにより、入力信号Ａのエッジの情報を送信パルスの極性に変換
することができる。
【００５５】
　従って、二次側コイル２２には、一次側コイル２１に流れる電流に応じた差動電圧が誘
起される。差動信号Ｆ－Ｇには、入力信号ＩＮのエッジに対応するエッジパルスと、エッ
ジパルスの直後に現れるカウンターパルスが存在している。カウンターパルスはエッジパ
ルスと反対の極性となっている。差動信号Ｆ－Ｇには、入力信号ＩＮのライズエッジに対
応する正極性のエッジパルスＰ１と、入力信号ＩＮのフォールエッジに対応する負極性の
エッジパルスＰ３が存在している。さらに、正極性のエッジパルスＰ１の直後には負極性
のカウンターパルスＰ２が存在し、負極性のエッジパルスＰ３の直後には、正極性のカウ
ンターパルスＰ４が存在している。
【００５６】
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　二次側コイル２２の一端はフィルタ２３に接続され、他端はフィルタ２４に接続されて
いる。フィルタ２３、及びフィルタ２４は、例えばＲとＣとを備えたハイパスフィルタ（
ＨＰＦ）である。フィルタ２３、及びフィルタ２４は、非接触伝送路２０を介して受信し
た受信パルスからノイズ成分を除去する。フィルタ２３、２４を通過した信号Ｆ，信号Ｇ
は受信回路３０に出力される。
【００５７】
　受信回路３０は、復元回路３５、初期化制御部４０、及び初期化部５０を備えている。
復元回路３５は、コンパレータ３１、３２、拡幅回路３３、３４、及び判定回路３６を有
している。コンパレータ３１では、フィルタ２３を通過した信号Ｆが非反転入力端子に入
力され、フィルタ２４を通過した信号Ｇが反転入力端子に入力される。したがって、コン
パレータ３１は、差動電圧Ｆ－Ｇの正極性のパルスを検出する。コンパレータ３１の出力
は、図９、１０の信号Ｈのようになる。コンパレータ３２では、フィルタ２３を通過した
信号Ｆが反転入力端子に入力され、フィルタ２４を通過した信号Ｇが非反転入力端子に入
力される。したがって、コンパレータ３２は、差動電圧Ｆ－Ｇの負極性のパルスを検出す
る。コンパレータ３２の出力は、図９、１０の信号Ｉのようになる。コンパレータ３１、
３２は、二次側コイル２２の両端を差動入力とする差動アンプとなる。
【００５８】
　コンパレータ３１からの信号Ｈは、拡幅回路３３に入力される。コンパレータ３２から
の信号Ｉは、拡幅回路３４に入力される。拡幅回路３３、拡幅回路３４は、入力された信
号Ｈ、Ｉのパルス幅をそれぞれ拡幅する。すなわち、拡幅回路３３、及び拡幅回路３４は
、ライズエッジを高速に出力し、フォールエッジを遅延して出力する遅延回路である。こ
れにより、パルスの立ち下がりを遅らせることができる。よって、拡幅回路３３は、信号
Ｈのパルスのパルス幅を広くして、信号Ｊとして判定回路３６に出力する。拡幅回路３４
は、信号Ｉのパルスのパルス幅を広くして、信号Ｋとして判定回路３６に出力する。拡幅
回路３３からの出力、及び拡幅回路３４の出力は、それぞれ図９、１０の信号Ｊ、及び信
号Ｋのようになる。
【００５９】
　拡幅回路３３、３４は信号Ｊ，及び信号Ｋを判定回路３６に出力する。判定回路３６は
パルスの先着を判定する論理回路を含んでいる。すなわち、判定回路３６は、信号Ｊのパ
ルスと信号Ｋのパルスのどちらが先に着くかを判定している。判定回路３６は、図１で示
した判定回路３６と同様の構成とすることができるため、説明を省略する。
【００６０】
　初期化制御部４０はＯＲ回路を備えている。具体的には、初期化制御部４０はＮＯＲ回
路となっている。初期化制御部４０には、信号Ｊ、及び信号Ｋが入力される。すなわち、
初期化制御部４０は信号Ｊと信号ＫのＮＯＲを初期化制御信号Ｍとして、初期化部５０に
出力する。
【００６１】
　初期化部５０は、端子Ｆと端子Ｇとの間に配置されたトランジスタを備えている。より
具体的には、トランジスタのソースが端子Ｆと接続され、ドレインが端子Ｇと接続される
。初期化制御部４０からの初期化制御信号Ｍは、トランジスタのゲートに入力される。し
たがって、初期化制御信号Ｍによって、トランジスタのＯＮ／ＯＦＦが制御される。スイ
ッチであるトランジスタがＯＮすることで、端子Ｆと端子Ｇとが短絡される。
【００６２】
　差動電圧Ｆ－Ｇには、カウンターパルスの揺り戻しが生じる（図９、図１０の信号Ｆ－
Ｇを参照）。初期化を行わない場合、この揺り戻しによって、信号Ｈ、及び信号Ｉには、
復元に不要なパルスＰ５、Ｐ６が生じてしまう（図９の信号Ｈ，信号Ｉ参照）。
【００６３】
　初期化を行わない場合において、信号Ｈ，及び信号Ｉのパルスを拡幅すると、信号Ｊ，
信号Ｋが必要以上に延びてしまう。例えば、図９に示すように、期間Ｔ１が長くなってし
まい、期間Ｔ２が短くなってしまう。期間Ｔ１は、信号Ｊと信号ＫとのＯＲがＨｉとなる
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期間であり、信号復元に最低限必要な禁止領域である。期間Ｔ１に基づいて、遅延短縮の
限界が決まる。また、期間Ｔ２は、信号Ｊと信号ＫとのＯＲがＬｏとなる期間であり、次
のエッジを認識できるタイミング余裕となっている。
【００６４】
　一方、初期化を行う場合、カウンターパルスＰ２、Ｐ４の揺り戻しのタイミングで、初
期化が行われる。図１０に示すように、信号復元に不要なパルスＰ５，Ｐ６が信号Ｈ、及
び信号Ｉから除去される。拡幅回路３３、３４が信号Ｈ，及び信号Ｉのパルスを拡幅する
と、信号Ｊ、及び信号Ｋは、図１０に示すようになる。信号Ｊと信号ＫとのＯＲがＨｉと
なる期間Ｔ１は、初期化を行わない場合よりも短くなる。よって、禁止領域を短縮するこ
とができ、パルスの遅延時間を短縮することができる。信号Ｊと信号ＫとのＯＲがＬｏと
なる期間Ｔ２を長くすることができ、エッジを認識するタイミング余裕が増える。すなわ
ち、タイミングマージンの減少を小さくすることができ、信号を精度よく復元することが
できる。
【００６５】
　このように、受信回路３０側に初期化制御部４０、及び初期化部５０を設けることで、
信号を確実に復元することができる。例えば、初期化制御部４０が受信信号から必要な部
分と不要な部分とを検知し、その検知結果に基づいて、初期化制御信号を初期化部５０に
出力する。初期化部５０は、初期化制御信号に基づいて、受信信号の初期化を実行する。
こうすることで、エッジパルスの後の一定期間において、信号Ｆ、信号Ｇが初期化される
。揺り戻しによってカウンターパルスの後に生じる不要なパルスＰ５、Ｐ６を除去するこ
とができる。したがって、信号復元に最低限必要な期間Ｔ１と短くすることができ、遅延
を短縮することができる。さらに、データレートの高速化を図ることができる。
【００６６】
　さらに、初期化部５０が初期化制御信号ＭによってＯＮ／ＯＦＦ制御されるトランジス
タを有している。こうすることで、初期化部５０が適切なタイミングで初期化を開始又は
終了することができる。初期化部５０のトランジスタが端子Ｆと端子Ｇとを導通する。こ
うすることで、回路構成を簡素化することができる。また、初期化制御部４０にＯＲ回路
を用いることで、回路構成を簡素化することができる。もちろん、初期化制御部４０の構
成は、ＯＲ回路に限られるものではなく、ＡＮＤ回路を用いてもよい。
【００６７】
実施の形態２．
　本実施の形態に係る通信装置１００について、図１１を用いて説明する。図１１は、本
実施の形態に係る通信装置１００の構成を示すブロック図である。本実施の形態では、実
施の形態１の構成に対して、パルス幅調整回路６０と遅延回路７０とが追加された構成と
なっている。なお、パルス幅調整回路６０と遅延回路７０以外の構成については、実施の
形態１と同様であるため、説明を適宜省略する。
【００６８】
　パルス幅調整回路６０及び遅延回路７０は、初期化制御部４０と初期化部５０との間に
配置されている。パルス幅調整回路６０は、初期化制御部４０で生成された初期化制御信
号のパルス幅を調整する。遅延回路７０は、パルス幅調整回路６０で調整された初期化制
御信号を遅延させる。そして、遅延回路７０で遅延された初期化制御信号Ｎは初期化部５
０に入力される。初期化部５０は、初期化制御信号Ｎに基づいて、端子Ｆと端子Ｇを短絡
させることで、信号Ｆと信号Ｇの初期化を行う。こうすることで、実施の形態１と同様の
効果を得ることができる。
【００６９】
　また、本実施形態では、パルス幅調整回路６０を設けることで、初期化する期間を調整
することができる。さらに、遅延回路７０を設けることで、初期化の開始タイミングを調
整することができる。よって、初期化部５０が初期化するタイミング及び期間を最適化す
ることができ、より確実に信号を復元することができる。これにより、遅延短縮、及びデ
ータレートの高速化を図ることができる。
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【００７０】
　実施の形態１では、初期化部５０での初期化動作は初期化制御部４０からの初期化制御
信号Ｍに従って実行されている。すなわち、初期化制御信号Ｍの指示により、初期化部５
０のトランジスタがＯＮする。このため、初期化時間が不足な場合はパルス幅調整回路６
０が初期化制御信号Ｍのパルス幅を伸ばす。反対に初期化時間が過剰である場合は、パル
ス幅調整回路が初期化制御信号Ｍのパルス幅を縮める。このように、パルス幅調整回路６
０は、パルス幅を任意に設定することができる。
【００７１】
　同様に、初期化が始まるタイミングが速い場合は、遅延回路７０が遅延時間を長くして
、初期化制御信号Ｍのパルスの到達時間を遅らせる。反対に初期化が始まるタイミングが
遅い場合は、遅延回路７０は遅延時間を少なくして、初期化パルスの到達時間を早める。
このように、遅延回路７０は、初期化開始タイミングを任意に設定できる。
【００７２】
　パルス幅調整回路６０、及び遅延回路７０から出力される信号の波形について、図１２
を用いて説明する。図１２は、通信装置１００の端子Ｍ、Ｎでの波形、及びＦ－Ｇの差動
電圧の波形を示すタイミングチャートである。なお、図１２において、Ｆ―Ｇは、初期化
を行わない場合の信号波形を示しており、Ｆ―Ｇ‘は、初期化を行った場合の信号波形を
示している。また、図１２において、Ｍは、初期化制御部４０をＯＲ回路とした場合の信
号波形を示しており、Ｍ’は、初期化制御部４０をＡＮＤ回路とした場合の信号波形を示
している。
【００７３】
　図１２のＭ、Ｍ'に示すように、初期化制御部４０の構成によって、初期化制御信号の
パルス幅、及びタイミングが異なる。初期化を適切に行うためには、差動電圧Ｆ－Ｇの揺
り戻しのタイミングに合うようなパルスを初期化部５０に出力する必要がある。したがっ
て、パルス幅調整回路６０と遅延回路７０が、初期化制御信号Ｍのパルス幅及びタイミン
グを調整することで、図１２のＮのような初期化制御信号Ｎが初期化部５０に供給される
。
【００７４】
　図１２の初期化制御信号Ｎによって、初期化部５０のトランジスタがＯＮ／ＯＦＦ制御
される。こうすることで、図１２の信号Ｆ－Ｇ’のように、差動電圧の揺り戻しを適切に
減衰、または消去することができる。こうすることで、信号Ｌ（図１２では不図示）から
入力信号Ａをより確実に復元することができるようになる。
【００７５】
　なお、図１１では、パルス幅調整回路６０、及び遅延回路７０が初期化制御部４０と初
期化部５０との間に配置されているが、パルス幅調整回路６０、及び遅延回路７０は図１
１に示す構成、及び配置に限られるものでない。例えば、パルス幅調整回路６０、及び遅
延回路７０は、復元回路３５と独立して設けられたものに限らず、復元回路３５の一部の
回路を利用することも可能である。例えば、図１で示したような拡幅回路２３３、２３４
、又は図８で示したような拡幅回路３３、３４の一部を用いて、パルス幅調整回路６０、
及び遅延回路７０を構成することもできる。すなわち、パルス幅調整回路６０、及び遅延
回路７０は、初期化制御部４０の前段に設けられていてもよい。
【００７６】
　ここで、図１３～図１５を用いて、拡幅回路３３、３４の一部をパルス幅調整回路６０
、及び遅延回路７０として用いる構成について説明する。図１３は、受信回路３０の一部
を示す回路図である。図１４は、受信回路３０に設けられた拡幅回路３３、３４の構成を
示す回路図である。図１５は、拡幅回路３３、３４に設けられたコンパレータのトランジ
スタ構成を示す回路図である。
【００７７】
　まず、通信装置１００の要部構成について図１３を用いて説明する。図１３は、ＨＰＦ
２３、２４から判定回路３６までの回路構成を示す図である。なお、通信装置１００の要
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部構成は、上記と同様であるため、適宜説明を省略する。
【００７８】
　図８で示した構成と同様に、コンパレータ３１、３２からの信号Ｈ、Ｊは拡幅回路３３
、３４にそれぞれ入力される。また、拡幅回路３３、３４には、基準電圧ＶＲＥＦが入力
されている。拡幅回路３３、３４は基準電圧ＶＲＥＦを用いて、パルス幅を拡幅する。拡
幅回路３３は信号Ｙ１を初期化制御部４０に出力し、信号Ｊを判定回路３６に出力する。
拡幅回路３４は信号Ｙ２を初期化制御部４０に出力し、信号Ｋを判定回路３６に出力する
。判定回路３６は、図１で示した構成と同様を有している。そして、判定回路３６は信号
Ｊ，信号Ｋのパルスの先着を判定する。そして、判定回路３６の判定結果に基づいて、入
力信号が復元される。
【００７９】
　初期化制御部４０は、図８と同様に、ＮＯＲ回路となっている。初期化制御部４０は信
号Ｙ１と信号Ｙ２のＮＯＲを初期化制御信号Ｎとして初期化部５０に出力する。初期化部
５０は、図８と同様に、Ｐｃｎのトランジスタを有している。初期化部５０のトランジス
タのゲートに初期化制御信号Ｎが入力される初期化部５０のトランジスタのソースが端子
Ｇに接続され、ドレインが端子Ｆに接続される。
【００８０】
　拡幅回路３３、３４の構成は、図１４のようになっている。なお、拡幅回路３３、３４
の構成は同一であるため、図１４に示される回路が拡幅回路３３であるとして説明する。
換言すると、拡幅回路３４は図１４と同様の回路構成を有しており、拡幅回路３４には信
号Ｈの代わりに信号Ｉが入力される。拡幅回路３４は、信号Ｊの代わりに信号Ｋを出力し
、信号Ｙ１の代わりに信号Ｙ２を出力する。
【００８１】
　拡幅回路３３には、信号Ｈと基準電圧ＶＲＥＦが入力されている。拡幅回路３３は、コ
ンパレータＣＯＭ１～ＣＯＭ３、インバータＩＮＶ１、ＩＮＶ２、ＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ
１、ＮＡＮＤ２を備えている。基準電圧ＶＲＥＦは、ＣＯＭ１～ＣＯＭ３に入力されてい
る。
【００８２】
　コンパレータＣＯＭ１は、信号Ｈと基準電圧ＶＲＥＦとを比較する。コンパレータＣＯ
Ｍ１は、比較結果を示す比較信号をコンパレータＣＯＭ２に出力する。コンパレータＣＯ
Ｍ２は、コンパレータＣＯＭ１の出力と基準電圧ＶＲＥＦを比較する。コンパレータＣＯ
Ｍ２は、インバータＩＮＶ１を介して、比較信号をＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ１に出力する。
ＮＡＮＤ回路１は、信号ＨとインバータＩＮＶ１の出力信号のＮＡＮＤをインバータＩＮ
Ｖ２、ＣＯＭ３、及びＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ２に出力する。
【００８３】
　インバータＩＮＶ２は、ＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ１からの信号を反転して、信号Ｙ１とし
て出力する。コンパレータＣＯＭ３は、ＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ１からの信号と、基準電圧
ＶＲＥＦとを比較する。そして、比較信号をＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ２に出力する。ＮＡＮ
Ｄ回路ＮＡＮＤ２は、ＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ１からの信号と、コンパレータＣＯＭ３から
の信号のＮＡＮＤを信号Ｊとして出力する。
【００８４】
　したがって、コンパレータＣＯＭ１、ＣＯＭ２，インバータＩＮＶ１、及びＮＡＮＤ回
路ＮＡＮＤ１は、拡幅回路３３とパルス幅調整回路６０とで共通となっている。すなわち
、拡幅回路３３とパルス幅調整回路６０とは、コンパレータＣＯＭ１、ＣＯＭ２，インバ
ータＩＮＶ１、及びＮＡＮＤ回路ＮＡＮＤ１を共有している。
【００８５】
　ここで、コンパレータＣＯＭ１、ＣＯＭ２の構成を図１５に示す。なお、コンパレータ
ＣＯＭ１、ＣＯＭ２の構成は同様であるため、図１５に示す回路がコンパレータＣＯＭ１
であるとして説明を行う。
【００８６】
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　コンパレータＣＯＭ１は、トランジスタＴｒ１～Ｔｒ５を備えている。トランジスタＴ
ｒ１、Ｔｒ４はＰｃｈトランジスタである。トランジスタＴｒ２、Ｔｒ３、Ｔｒ５はＮｃ
ｈトランジスタである。電源電圧ＶＣＣとグランドＧＮＤの間に、トランジスタＴｒ１～
Ｔｒ３が直列に接続されている。
【００８７】
　具体的には、トランジスタＴｒ１のソースに電源電圧ＶＣＣが供給されている。トラン
ジスタＴｒ１のドレインとトランジスタＴｒ２のドレインが接続されている。トランジス
タＴｒ２のソースと、トランジスタＴｒ３のドレインが接続されている。トランジスタＴ
ｒ３のソースがグランドＧＮＤに接続されている。トランジスタＴｒ１のゲートとトラン
ジスタＴｒ２のゲートに信号Ｈが入力される。トランジスタＴｒ３のゲートには信号ＧＮ
が入力される。信号ＧＮは、基準電圧ＶＲＥＦである。
【００８８】
　電源電圧ＶＣＣとグランドＧＮＤの間に、トランジスタＴｒ４、Ｔｒ５が直列に接続さ
れている。具体的には、トランジスタＴｒ４のソースに電源電圧ＶＣＣが供給されている
。トランジスタＴｒ４のドレインとトランジスタＴｒ５のドレインが接続されている。ト
ランジスタＴｒ５のソースがグランドＧＮＤに接続されている。トランジスタＴｒ１のド
レインとトランジスタＴｒ２のドレインとの間の電圧が、トランジスタＴｒ４のゲート、
及びトランジスタＴｒ５のゲートに入力される。トランジスタＴｒ４のドレインとトラン
ジスタＴｒ５のドレインとの間の電圧が、出力信号ＯＵＴとして、出力される。すなわち
、図１５の回路がコンパレータＣＯＭ１であるとすると、出力信号ＯＵＴは、コンパレー
タＣＯＭ２に出力される。図１５の回路がコンパレータＣＯＭ２であるとすると、出力信
号ＯＵＴは、インバータＩＮＶ１に出力される
【００８９】
　このような構成によって、初期化制御部４０には、パルス幅が調整された信号Ｊ，Ｋが
入力される。よって、初期化部５０が適切なタイミングで信号Ｆと信号Ｇの初期化を行う
。よって、初期化動作の開始タイミング、及び初期化する期間を適切に調整することがで
きる。
【００９０】
　このように、復元回路３５の一部を用いて、パルス幅及びタイミングを調整することが
できる。すなわち、パルス幅調整回路６０、及び遅延回路７０が、復元回路３５の一部の
回路を共有している。こうすることで、パルス幅及びタイミングの調整のために追加する
回路を簡素化することができる。よって、回路構成を簡素化することができる。なお、初
期化制御信号Ｎのパルス幅、及びタイミングを調整するための回路は、上記の構成に限ら
れるものではない。すなわち、初期化を行うタイミング、及び期間を調整できる回路が受
信側に設けられていればよい。
【００９１】
実施の形態３．
　本実施の形態にかかる通信装置１００について、図１６を用いて説明する。図１６は、
通信装置１００の構成を示すブロック図である。本実施の形態では、非接触伝送路２０に
フィルタ２３、２４が設けられていない。すなわち、二次側コイル２２に初期化部５０が
直接接続されている。なお、非接触伝送路２０以外の構成については、上記の実施の形態
と同様であるため、適宜説明を省略する。
【００９２】
　通信装置１００は、送信回路１０と非接触伝送路２０と復元回路３５と初期化制御部４
０と初期化部５０とを備えている。送信回路１０は、入力信号Ａをパルスに変換する。交
流結合素子である一次側コイル２１、及び二次側コイル２２を備えている。非接触伝送路
２０は、送信回路１０からのパルスを非接触で伝送する。復元回路３５は、非接触伝送路
２０を介して伝送されたパルスに応じた受信信号Ｆ，Ｇに基づいて、入力信号Ａを復元す
る。初期化部５０は、非接触伝送路２０の出力を初期化する。初期化制御部４０は、非接
触伝送路２０を介して受信したパルスに応じた受信信号に基づいて、初期化部５０を制御
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する制御信号を出力する。
【００９３】
　上記の通信装置１００の信号波形の一例を、図１７に示す。図１７は、各端子における
信号波形を示すタイミングチャートである。上記したように、復元回路３５に入力される
エッジパルス間のタイミングマージンの減少を防ぐために、初期化部５０が初期化を行っ
ている。非接触伝送路２０にフィルタ２３、２４がない場合、タイミングマージンの減少
の原因であるカウンターパルスの揺り戻しが生じない。しかしながら、カウンターパルス
の過渡特性による揺り戻しが生じない場合でも、差動電圧Ｆ－Ｇにリンギングが生じる場
合がある（図１７のＦ－Ｇ参照）。例えば、二次側コイル２２のインダクタンスに起因し
た受信信号のリンギングによっても、タイミングマージンが減少してしまう。この場合、
図７のように二次側コイル２２の直後を初期化することで、タイミングマージンの減少を
抑制できる。
【００９４】
　したがって、実施の形態１と同様に、復元回路３５からの信号に基づいて、初期化制御
部４０が初期化制御信号Ｍを生成する（図１７のＭ参照）。そして、初期化制御信号Ｍに
基づいて、初期化部５０が信号Ｆ、及び信号Ｇの初期化を行うと、初期化後の差動電圧Ｆ
－Ｇ‘は、図１７のＦ－Ｇ‘のようになる。このようにすることで、実施の形態１と同様
の効果を得ることができる。
【００９５】
　なお、非接触の伝送方式としては、信号復元に種々の手法がある。例えば、実施の形態
１で示した（１）パルス極性に基づく信号復元だけでなく、（２）パルス数による信号復
元、及び（３）Ｓｅｔ／Ｒｅｓｅｔ回路による信号復元などがある。本実施の形態にかか
る信号初期化の動作は（１）～（３）のいずれにも利用することができる。この点につい
て、以下に説明する。
【００９６】
（１）パルス極性による信号復元
　パルス極性によって信号を復元する構成例を図１８に示す。図１８は、パルス極性によ
って信号を復元する回路構成を簡略化して示す図である。なお、図１８は、一次側コイル
２１の入力、及び二次側コイル２２の出力を１系統のみを示す図である。
【００９７】
　上記したように、コンパレータ３１からの信号に基づいて、判定回路３６がパルスの先
着判定を行う。図１８に示す構成での信号波形を図１９に示す。図１９では、正常に信号
が復元された場合の信号波形と、揺り戻しによって復元に異常が生じた場合の信号波形と
が示されている。入力信号のエッジ検出により、信号Ａが一次側コイル２１に供給される
。信号Ａによって一次側コイル２１に電流が流れると、二次側コイル２２では信号Ｂが生
成される。
【００９８】
　（１）パルス極性による信号復元では、カウンターパルスと、識別対象であるエッジパ
ルスとの切り分けが必要である。信号Ｂにカウンターパルスの揺り戻しの影響が大きくな
ってしまう。よって、（１）パルス極性による復元では、（２）パルス数による復元、及
び（３）Ｓｅｔ／Ｒｅｓｅｔによる信号復元よりも、初期化の効果が大きくなる。
【００９９】
　例えば、識別対象であるエッジパルス間に、揺り戻しが生じている。揺り戻しによって
、パルスがくっついて、振幅が減ってしまう。よって、出力異常が生じてしまう。しかし
ながら、実施の形態１～３に示したように、初期化を行うことで、揺り戻しを消去又は減
衰することができる。よって、正常に信号を復元することができる。
【０１００】
（２）パルス数による信号復元
　（２）パルス数によって信号を復元する構成例を図２０に示す。図２０は、パルス数に
よって信号を復元する回路構成を簡略化して示す図である。なお、図２０は、一次側コイ
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ル２１の入力、及び二次側コイル２２の出力を１系統のみ示す図である。図２０では、コ
ンパレータ３１の出力がカウンター４１に入力されている。カウンター４１は、エッジパ
ルスの数をカウントすることによって、信号を復元する。
【０１０１】
　（２）パルス数によって信号を復元する場合、カウンターパルスは復元に影響しない。
しかしながら、カウンターパルスの揺り戻しが生じることで、次のエッジパルスを干渉す
る可能性がある。よって、図２１に示すように、揺り戻しが次のエッジパルスと干渉する
と、エッジパルスのカウント数が減ってしまう。パルス数によって信号を復元する場合、
実施の形態１～３で示したように信号を初期化することで、揺り戻しを消去又は減衰する
ことができる。よって、信号を正確に復元することができる。
【０１０２】
（３）Ｓｅｔ／Ｒｅｓｅｔによる信号復元
　（３）Ｓｅｔ／Ｒｅｓｅｔによって信号を復元する構成を図２２に示す。図２２は、Ｓ
ｅｔ／Ｒｅｓｅｔによって信号を復元する回路構成を簡略化して示す図である。なお、図
２２に示す構成では、非接触伝送路２０に２つの一次側コイル２１ａ、２１ｂと２つの二
次側コイル２２ａ、２２ｂとが設けられている。さらに、二次側コイル２２ａからの信号
Ｂが入力されるコンパレータ３１ａと、二次側コイル２２ｂからの信号Ｂ'がコンパレー
タ３１ｂに入力される。コンパレータ３１ａ、３１ｂの出力は、ＳＲ論理回路４２に入力
される。ＳＲ論理回路４２は、ＳＲラッチ回路を含んでおり、コンパレータ３１ａ、３１
ｂの出力に基づいて、入力信号を復元する。

【０１０３】
　（３）Ｓｅｔ／Ｒｅｓｅｔによって信号を復元する場合、カウンターパルスは復元に影
響しない。しかしながら、カウンターパルスの揺り戻しが生じることで、次のエッジパル
スを干渉する可能性がある。例えば、カウンターパルスに揺り戻しが生じると、出力Ｂの
エッジパルスと、出力Ｂ’のパルス（揺り戻し）が時間的にくっついてしまう。よって、
図２３に示すように、揺り戻しが次のエッジパルスと干渉すると、信号を誤って復元して
しまう。図２２の構成でも場合、実施の形態１～３で示したように信号を初期化すること
で、揺り戻しを消去又は減衰することができる。よって、信号を正確に復元することがで
きる。
【０１０４】
（適用例）
　本実施の形態に係る通信装置１００をアイソレータとして、モータを駆動するインバー
タ装置に適用することができる。図２４は、本実施形態に係る通信装置１００をアイソレ
ータとして、インバータ装置に適用した場合の構成を示す図である。
【０１０５】
　図２４に示すインバータ装置は、低電圧回路１１０と、高電圧回路１２０とを備えてい
る。低電圧回路１１０は例えば、５Ｖ程度の低電圧で動作する。高電圧回路１２０は、例
えば、１ｋＶ程度の高電圧で動作する。すなわち、インバータ装置は、低電圧回路１１０
と高電圧回路１２０に分離されている。低電圧回路１１０と高電圧回路１２０はアイソレ
ータである通信装置１００で絶縁されている。すなわち、通信回装置１００の一次側コイ
ル２１までが低電圧回路１１０となり、二次側コイル２２からが高電圧回路１２０となる
。
【０１０６】
　低電圧回路１１０はマイコン（ＭＣＵ）１１１を備えている。高電圧回路１２０は、ゲ
ートドライバー１２１、ＩＧＢＴ１２２、及びモータ１２３を備えている。マイコン１１
１は、周辺機器又はコンソールからの指示に基づいて、送信データを生成する。マイコン
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１１１は、例えばＰＷＭ変調された送信データを通信装置１００に出力する。なお、モー
タ１２３はＵ相、Ｖ相、Ｗ相で駆動する３相モータであるため、通信装置１００は、ＵＨ
，ＵＬ、ＶＨ，ＶＬ，ＷＨ，ＷＬのそれぞれについて設けられている。なお、ゲートドラ
イバー１２１、ＩＧＢＴ１２２もＵＨ，ＵＬ、ＶＨ，ＶＬ，ＷＨ，ＷＬのそれぞれについ
て設けられている。すなわち、通信装置１００、ゲートドライバー１２１、ＩＧＢＴ１２
２は６系統設けられている。
【０１０７】
　通信装置１００は、ゲートドライバー１２１に信号を出力する。ゲートドライバー１２
１は、通信装置１００からの信号に基づいて、ＩＧＢＴ１２２を駆動する。ＩＧＢＴ１２
２は、モータ１２３に流れる電流を供給する。このようにすることで、マイコン１１１で
生成した送信データに基づいて、モータ１２３をアナログ的に制御することができる。
【０１０８】
　上記のように、通信装置１００は、復元回路３５からの信号に基づいて、信号の初期化
を行っている。よって、信号を確実に復元することができ、モータ１２３をより正確に駆
動することができる。なお、上記の説明では通信装置１００がアイソレータであるとして
説明を行ったが、通信装置１００は、非接触伝送路を備えたものであれば、アイソレータ
に限られるものではない。
【０１０９】
　また、上記した実施の形態１～３等の各構成は、適宜組み合わせて用いることができる
。上記実施の形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には
限られない。
（付記１）
　入力信号をパルスに変換する送信回路と
　交流結合素子を備え、前記送信回路からのパルスを非接触で伝送する非接触伝送路と、
　前記非接触伝送路を介して伝送されたパルスに応じた受信信号に基づいて、前記入力信
号を復元する復元回路と、
　前記非接触伝送路の出力を初期化する初期化部と、
　前記非接触伝送路を介して受信したパルスに応じた受信信号に基づいて、前記初期化部
を制御する制御信号を出力する初期化制御部と、を備えた通信装置。
（付記２）
　前記非接触伝送路を介して受信したパルスのパルス幅を拡幅する拡幅回路をさらに備え
、
　前記復元回路が前記拡幅回路で拡幅された受信パルスに基づいて、前記入力信号を復元
する付記１に記載の通信装置。
（付記３）
　前記初期化部が初期化を行うタイミング、及び期間の少なくとも一方を調整する回路を
さらに備えた付記１に記載の通信装置。
（付記４）
　前記非接触伝送路の受信側の前記交流結合素子の両端に前記初期化部が接続されている
付記１に記載の通信装置。
（付記５）
　前記初期化部が前記非接触伝送路の受信側に接続されたトランジスタを備え、
　前記初期化制御部が、前記トランジスタをＯＮ／ＯＦＦ制御し、
　前記トランジスタがＯＮすることで、初期化が行われる付記１に記載の通信装置。
（付記６）
　前記受信信号には、前記非接触伝送路で伝送されたパルスに対応して、メインパルス、
及びカウンターパルスが存在しており、
　前記カウンターパルスは、前記メインパルスと逆極性で、前記メインパルスに連続して
おり、
　前記メインパルスの極性に応じて前記復元回路が前記入力信号を復元する付記１に記載
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の通信装置。
（付記７）
　前記非接触伝送路には、前記交流結合素子に接続されたハイパスフィルタが設けられて
いる付記１に記載の通信装置。
（付記８）
　送信回路において、入力信号をパルスに変換し
　交流結合素子を備えた非接触伝送路を介して、前記送信回路からのパルスを非接触で受
信回路に伝送し、
　前記非接触伝送路を介して伝送されたパルスに応じた受信信号に基づいて、前記入力信
号を復元し、
　前記非接触伝送路を介して受信したパルスに応じた受信信号に基づいて、制御信号を生
成し、
　前記制御信号に基づいて、前記非接触伝送路の出力を初期化する通信方法。
（付記９）
　前記非接触伝送路を介して受信パルスのパルス幅を拡幅し、
　前記パルス幅が拡幅された受信パルスに基づいて、前記入力信号を復元する付記８に記
載の通信方法。
（付記１０）
　前記初期化を行うタイミング、及び期間の少なくとも一方を調整する付記８に記載の通
信方法。
（付記１１）
　前記非接触伝送路の受信側の前記交流結合素子の両端に前記初期化を行う初期化部が接
続されている付記８に記載の通信方法。
（付記１２）
　前記非接触伝送路の受信側に接続されたトランジスタが設けられ、
　前記制御信号に応じて、前記トランジスタがＯＮ／ＯＦＦ制御され、
　前記トランジスタがＯＮすることで、初期化が行われる付記８に記載の通信方法。
（付記１３）
　前記受信信号には、前記非接触伝送路で伝送されたパルスに対応して、メインパルス、
及びカウンターパルスが存在しており、
　前記カウンターパルスは、前記メインパルスと逆極性で、前記メインパルスに連続して
おり、
　前記メインパルスの極性に応じて前記入力信号を復元する付記８に記載の通信方法。
（付記１４）
　前記非接触伝送路には、前記交流結合素子に接続されたハイパスフィルタが設けられて
いる付記８に記載の通信方法。
（付記１５）
　交流結合素子を備えた非接触伝送路を介して伝送されたパルスに応じた受信信号に基づ
いて、入力信号を復元する復元回路と、
　前記非接触伝送路の出力を初期化する初期化部と、
　前記非接触伝送路を介して受信したパルスに応じた受信信号に基づいて、前記初期化部
を制御する制御信号を出力する初期化制御部と、を備えた受信装置。
（付記１６）
　前記非接触伝送路を介して受信したパルスのパルス幅を拡幅する拡幅回路をさらに備え
、
　前記復元回路が前記拡幅回路で拡幅された受信パルスに基づいて、前記入力信号を復元
する付記１５に記載の受信装置。
（付記１７）
　前記初期化部が初期化を行うタイミング、及び期間の少なくとも一方を調整する回路を
さらに備えた付記１５に記載の受信装置。
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　前記非接触伝送路の受信側の前記交流結合素子の両端に前記初期化部が接続されている
付記１５に記載の受信装置。
（付記１９）
　前記初期化部が前記非接触伝送路の受信側に接続されたトランジスタを備え、
　前記初期化制御部が、前記トランジスタをＯＮ／ＯＦＦ制御し、
　前記トランジスタがＯＮすることで、初期化が行われる付記１５に記載の受信装置。
（付記２０）
　前記受信信号には、前記非接触伝送路で伝送されたパルスに対応して、メインパルス、
及びカウンターパルスが存在しており、
　前記カウンターパルスは、前記メインパルスと逆極性で、前記メインパルスに連続して
おり、
　前記メインパルスの極性に応じて前記復元回路が前記入力信号を復元する付記１５に記
載の受信装置。
（付記２１）
　前記非接触伝送路には、前記交流結合素子に接続されたハイパスフィルタが設けられて
いる付記１５に記載の通信装置。
【０１１０】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は既に述べた実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の変更が可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０　送信回路
　１４　エッジ検出回路
　１５　エッジ検出回路
　２０　非接触伝送路
　２１　一次側コイル
　２２　二次側コイル
　２３　フィルタ
　２４　フィルタ
　３０　受信回路
　３１　コンパレータ
　３２　コンパレータ
　３３　拡幅回路
　３４　拡幅回路
　３５　復元回路
　３６　判定回路
　３７　ラッチ回路
　４０　初期化制御部
　５０　初期化部
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