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(54)【発明の名称】同期式リプル除去回路
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(57)【特許請求の範囲】

前記ゲート回路は、前記同期信号に対する前記一定の遅

【請求項１】

変調に三角波を用いたＦＭ／ＣＷ方式の

延時間内において前記パルス信号に同期して前記低次Ｈ

距離測定装置に設けられる同期式リプル除去回路であっ

ＰＦからの出力信号を非通過とすることを特徴とする同

て、

期式リプル除去回路。

前記三角波の頂点を検出し、同期信号を出力する頂点検

【発明の詳細な説明】

出回路と、

【０００１】

該頂点検出回路からの該同期信号によりパルス信号を発

【発明の属する技術分野】本発明は、周波数変調に三角

生させ一定の遅延時間を出力するパルス発生回路と、

波を用いたＦＭ／ＣＷ方式（周波数変調／連続波方式）

前記距離測定装置のミキサ信号からの変調波と信号波を
分別して変調波成分を除去する低次ＨＰＦ及び高次ＢＰ

の距離測定装置に内蔵し、変調波の不連続点で発生する
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ビート信号のリプルを変調波の頂点に同期させて一定時

Ｆと、

間除去する同期式リプル除去回路に関するものである。

該低次ＨＰＦ及び高次ＢＰＦ間に挿入されて該低次ＨＰ

【０００２】

Ｆからの出力信号を前記パルス発生回路の信号レベルに

【従来の技術】従来の距離測定装置の一種である電波高

よって通過又は非通過の制限を加えるゲート回路とを備

度計は、一般的に搬送波の変調に三角波を用いたＦＭ／

え、

ＣＷ方式を用いることで、静止状態においても目標まで

( 2 )

特許第３２４３５２３号

3

4

の距離が測定できるものである。この簡単な原理につい

回路の信号レベルによって通過又は非通過の制限を加え

て図３を参照して説明する。図３において、６はドライ

るゲート回路とを備え、前記ゲート回路は、前記同期信

バ回路であり、周波数変調用の三角波を発生させるため

号に対する前記一定の遅延時間内において前記パルス信

の回路である。５は電圧制御発振器（ＶＣＯ：Voltage

号に同期して前記低次ＨＰＦからの出力信号を非通過と

Control Oscillator）であり、ドライバ回路６から出力

することを特徴としている。

された三角波の電圧信号を周波数に変換する素子であ

【０００８】

る。４はカプラであり、電圧制御発振器５からの信号を

【０００９】

分岐させる素子である。３はサーキュレータであり、カ

【００１０】

プラ４からの出力をアンテナ２に送信するとともに、ア
ンテナ２から受信された信号をミキサ７へ出力する素子

【００１１】
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【発明の実施の形態】以下、本発明に係る同期式リプル

である。２はアンテナであり、サーキュレータ３からの

除去回路の実施の形態を図面に従って説明する。

ドライブ信号（三角波で周波数変調された搬送波信号）

【００１２】図１は同期式リプル除去回路を含んだ距離

を空中線Ａとして放射することと、目標１に当たって反

測定装置の構成図であり、点線内が同期式リプル除去回

射されてくる反射信号を空中線Ｂとして受信する素子で

路９である。この図において、１０は頂点検出回路であ

ある。

り、ドライバ６から出力される周波数変調用の図２

【０００３】ミキサ７は、カプラ４からの信号（Ｒｅ）

（Ａ）の如き三角波の頂点を検出し、同図（Ｂ）の同期

とサーキュレータ３の信号（Ｌｏ）を周波数混合し、中

信号を出力する。１１は低次ＨＰＦ（High Pass Filte

間周波信号（ＩＦ信号）として出力する素子である。８

r）としての２次ＨＰＦであり、ミキサ７からのＩＦ信

は高次ＢＰＦ（Band Pass Filter）であり、適切な遮断

号（変調波成分とビート信号成分を含んでいる）を周波

周波数を設定することにより、不要な周波数成分を除去
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数弁別して、そのＩＦ信号から不要な低周波周波数成分

して目的のビート周波数（ドライブ信号と反射信号間の

（変調波成分）を緩やかな減衰特性により除去し、必要

周波数差）を得ることができる。このビート信号の周波

な高周波成分（ビート信号成分）を出力する。１３はパ

数成分を分析することによって、目標までの距離情報を

ルス発生回路であり、頂点検出回路１０から得られる同

得ることができるものである。

期信号により図２（Ｃ）の如き一定間隔のパルス信号を

【０００４】

出力する。このパルス信号の立ち上がりは同期信号に一

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し

致し（つまり三角波の頂点に同期し）、一定の遅延時間

た高次ＢＰＦ８では、その急峻な減衰特性に起因して変

後に立ち下がるものであり、同期信号到来時点から該一

調の三角波の不連続点（単調増加から単調減少、又は単

定の遅延時間までのパルス幅を持つ。１２はゲート回路

調減少から単調増加に切り換わる点）による急な変化で

であり、２次ＨＰＦ１１出力である高周波信号に含まれ

過渡現象が発生し、必要とするビート信号の大部分にリ
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るリプル成分（高調波）をパルス発生回路１３から出力

プルが重畳することになる。これでは、例としてあげた

されるパルス信号に同期させ、カットし（非通過と

電波高度計として必要な情報の取得が難しい状況になる

し）、ゲート回路出力として高次ＢＰＦ８に入力する。

ことは明らかである。

ゲート回路１２は時間的に一定の間隔で通過／非通過動

【０００５】本発明は、このような状況においてなされ

作をパルス信号に同期して行うが、ここでは図２（Ｃ）

たものであり、変調用の三角波に同期してビート信号か

のパルス信号のパルス幅に対応する期間、同図（Ｄ）の

らリプルを除去可能な同期式リプル除去回路を提供する

如くゲート回路１２は非通過となる動作をしている。

ことを目的とする。

【００１３】なお、その他の構成は図３の従来の距離測

【０００６】本発明のその他の目的や新規な特徴は後述

定装置と同様であり、同一又は相当部分に同一符号を付

の実施の形態において明らかにする。
【０００７】

して説明を省略する。
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【００１４】前記２次ＨＰＦ１１は高次ＢＰＦ８に比べ

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

て緩やかな減衰特性を示すものであり、ミキサ信号を高

に、本発明は、変調に三角波を用いたＦＭ／ＣＷ方式の

次ＢＰＦ８に直接入力する場合に比べてリプル成分は除

距離測定装置に設けられる同期式リプル除去回路であっ

去しやすい幅の狭いパルスとして現れる。従って、上述

て、前記三角波の頂点を検出し、同期信号を出力する頂

のように三角波の頂点に同期して所定時間幅でゲート回

点検出回路と、該頂点検出回路からの該同期信号により

路１２を非通過状態とすることで、ゲート回路出力は三

パルス信号を発生させ一定の遅延時間を出力するパルス

角波の頂点に同期してリプル成分が除去されたものとな

発生回路と、前記距離測定装置のミキサ信号からの変調

り、このゲート回路出力を高次ＢＰＦ８に入力すること

波と信号波を分別して変調波成分を除去する低次ＨＰＦ

で、高次ＢＰＦ８によって急な帯域制限を行ってもビー

及び高次ＢＰＦと、該低次ＨＰＦ及び高次ＢＰＦ間に挿

ト信号（ドライブ信号と反射信号間の周波数差の信号）

入されて該低次ＨＰＦからの出力信号を前記パルス発生
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は、一定値として得ることが可能となる。

( 3 )
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【００１５】このように、本実施の形態によれば、図３

号に対する前記一定の遅延時間内において前記パルス信

に示す従来の電波高度計のミキサ７と高次ＢＰＦ８の間

号に同期して前記低次ＨＰＦからの出力信号を非通過と

に、図１点線内に示す同期式リプル除去回路９を挿入す

することで、ドライブ信号と反射信号との周波数差を含

ることにより、ビート信号検出時のリプルを確実に除去

むビート信号検出時のリプルを確実に除去できる効果が

可能である。

ある。

【００１６】なお、ここでは、低次ＨＰＦとは１次乃至

【図面の簡単な説明】

３次ＨＰＦを意味し、高次ＢＰＦとは４次以上のＢＰＦ

【図１】本発明の実施の形態であって、同期式リプル除

を意味するものとする。発明者の実験では、低次ＨＰＦ

去回路を含んだ距離測定装置のブロック図である。

として実施の形態に例示した２次ＨＰＦが最も良好な結
果が得られている。

【図２】実施の形態の動作説明用の波形図である。
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【図３】従来の距離測定装置としての電波高度計の基本

【００１７】以上本発明の実施の形態について説明して

ブロック図である。

きたが、本発明はこれに限定されることなく請求項の記

【符号の説明】

載の範囲内において各種の変形、変更が可能なことは当

１ 目標

業者には自明であろう。

２ アンテナ

【００１８】

３ サーキュレータ

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

４ カプラ

搬送波の周波数変調に三角波を用いたＦＭ／ＣＷ方式の

５ 電圧制御発振器

距離測定装置において、前記三角波の頂点を検出し、同

６ ドライバ

期信号を出力する頂点検出回路と、該頂点検出回路から

７ ミキサ

の該同期信号によりパルス信号を発生させ一定の遅延時
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８ 高次ＢＰＦ

間を出力するパルス発生回路と、ミキサ信号からの変調

９ 同期式リプル除去回路

波と信号波を分別して変調波成分を除去する低次ＨＰＦ

１０

頂点検出回路

及び高次ＢＰＦと、該低次ＨＰＦ及び高次ＢＰＦ間に挿

１１

２次ＨＰＦ

入されて該低次ＨＰＦからの出力信号を前記パルス発生

１２

ゲート回路

回路の信号レベルによって通過又は非通過の制限を加え

１３

パルス発生回路

るゲート回路とを備え、前記ゲート回路は、前記同期信
【図１】

【図２】

( 4 )
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【図３】
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