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この規格はデジタルコマンドステーションからデジタルデコーダに送られる情報のファー

マット（取り決め事）に関する。デジタルコマンドステーションはS-9.1に記述されたNMRA

デジタル信号のビット列をデジタルデコーダに送る。このビット列をパケットと言い、この

パケットを受け取ってデジタルデコーダは車両を制御する。伝送する情報を正確に生成、検

出するため、パケットは正確に定義される。 

 

A : A : A : A : 一般的一般的一般的一般的ななななパケットフォーマットパケットフォーマットパケットフォーマットパケットフォーマット 

以下のビット列がNMRAパケットに有効なものである。この規格にあっていないビット列

は、この規格上でのパケットではない。NMRA デジタルモードにおいて、デジタルデコー

ダは、有効なパケット内に含まれていない制御情報を使用してはならない(1)。 

注：[]は一度以上発生する。 

 

プリアンブル部： 

プリアンブル部は”1”のみで成り立っている。デジタルデコーダは 10 ビット未満

の”1”ではプリアングルと認識してはいけない。また、デジタルデコーダは１２ビ

ット以上の連続した”1”を要求してはならない。コマンドステーションは１４ビッ

ト以上の”1”を連続して出力しなければならない。 

訳者注：プリアンブルとはデジタルデコーダがタイミング上の同期を取るためとデータの受信

のために用いられる。１２ビット以上”1”が続いたらデジタルデコーダは、プリアンブル部と認

識して、以下にある”0”のパケットスタートビットを待つ。 

パケットスタートビット： 

パケットスタートビットは有効なプリアンブル以降の初めての”0”ビットである。

このパケットスタートビットにより、プリアンブルの終了が認識され、次のビッ

トからアドレスデータバイトが開始する。 

アドレスデータバイト： 

第一番の８ビットからなるアドレスを示すバイトである(2)。バイト内で最初に伝

送されるビットが最上位桁である。00000000, 11111110, 11111111アドレスは、

特別なアドレスであり、通常は使用してはならない。ただし、この規格あるいは、

推奨現実仕様(*1)に記述してある場合使用できる。 

(*1)Recommended Practiceの訳を推奨現実仕様とした。 

[データスタートビット： 

データバイトの前に置かれるデータスタートを示すスタートビットであり”0”で
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ある。 

データバイト： 

８ビットのビット列から成り立ち、アドレス、指示、データ、エラー検出に用い

られる。バイト内で最初に伝送されるビットが最上位桁である。] 

パケットエンドビット： 

パケットの最後を示すビットであり”1”を使用する(3)。 

 

(1)上記のパケット規格に加えて、他のフォーマットも許容する。項目 C参照。 

(2)最初のバイト（通常はアドレス）は特別な場合に指示として使用できる。 

サービスモード推奨現実仕様(RP-9.2.3)を例として参照してほしい。 

(3)パケットエンドビット(“1”)は、他のコマンドコントロールプロトコルがない場合、プリ

アンブルの一部としても良い。ＤＣＣビット列はパケットエンドビット後、最低２６μ秒続

かないといけない。 

 

Fig-1にパケットデータの典型例を示す。このパケットデータは、３バイトで構成され、第

一バイトはアドレス、第二バイトは指示データ、第三バイトはエラー検出バイトです。 

 

 

ＢＢＢＢ: : : : 標準標準標準標準パケットパケットパケットパケット 

訳者注：原文の表題は Baseline Packetsである。Baselineの意味は”最低限守る事”を意味する。この訳

では標準としている。 

標準パケットフォーマットは、異なるシステム（訳者注、異なるメーカあるいは、スケール）

間で正常に動作する最小の取り決めである。異なるデジタルデコーダ、追加機能、アドレス、

速度を実現するより複雑なパケットフォーマットは、拡張パケットフォーマット推奨現実仕

様(RP-9.2.1)に記述されている。この規格の意図するところは、以下の事を確認することで

ある。：デジタルコマンドテーションはこの標準パケットに基づいたデータを生成しなくて

はならない。；デジタルデコーダは、車両に対して、この標準パケットに基づいた適切に制

御できるようにしなければならない。デジタルデコーダアイドルパケット、デジタルデコー

ダ一斉停止パケットは、デジタルコマンドステーションに対してはオプションであるが、デ

ジタルデコーダは標準装備しなければならない。 
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車両用速度車両用速度車両用速度車両用速度、、、、方向方向方向方向パケットパケットパケットパケット    

 

 111111111111  0  0AAAAAAA  0  01DCSSSS  0  EEEEEEEE 1 

 プリアンブル  第一バイト   第二バイト   第三バイト（エラー検出データバイト） 

 

第一バイト： 

アドレスデータバイト = 0AAAAAAA パケットを受け取るデコーダのアドレスを指

定する。すべてのデジタルデコーダは、標準パケットに対応するため、そのデジ

タルデコーダのアドレスを保持し、認識できなければならない。動力用デジタル

デコーダは、ユーザが容易に設定できるために、すべてのアドレスを保持、認識

できなければならない(5)。デジタルコマンドステーションはすべてのアドレスを

装備する必要はないが、ラベルかつ梱包箱かつ取り扱い説明書等に、扱えるアド

レスの表示をはっきりと示さなければならない。 

第二バイト： 

指示データバイト = 01DCSSSS 指示データバイトは動力用デジタルデコーダに対

して、速度と方向を示すデータである。ビット 0-3(S)は４ビットの速度を表す。

ビット０が最小の速度を示すビットである。ビット４(C)は通常（デフォルト）で

は速度に対する追加ビットであり、もっとも最小（ビット０より）である。古い

デジタルデコーダに対して、このビット４はヘッドライトの制御に使用されても

よい。このオプション仕様は RP-9.2.1 に記述されている。ビット５(D)は方向を

示すビットであり、ビット５が"1"の時、前進である。ビット５が"0"の時は後退

しなくてはならない。ビット７，６は"01"(8)でなければならない。"01"はこの命

令が速度と方向である事を示す。 

 

(4)デジタルデコーダにおける一斉停止パケットの装備は２００２年８月からである。 

(5)ユーザによるアドレスの設定についてはサービスモード推奨現実仕様(RP-9.2.3)参照 

(6)(7)略 

(8)ビット７，６の他のタイプ（例 "00"等)は他の命令等に使用される。拡張パケットフォ

ーマット推奨現実仕様(RP-9.2.1)に記述している。 
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Fig-2 標準パケット速度表 

 
* デジタルデコーダはすぐにモータへの電力の供給を止めなければならない。 

(I)方向ビットは方向感度機能（オプション時）に対して動作しなくても良い。 

訳者注：directional sensitive functions を方向感度機能と訳した。今後変更の可能性がある。 

 

第三バイト： 

エラー検出バイト = EEEEEEEE このバイトはデータ伝送時のエラーの検出のため

に使用される。このバイトに含まれるビット内容は、アドレスバイトと命令バイ

トのビット毎の排他的論理和(Ex-OR)である。（例、デジタルコマンドステーショ

ンは、アドレスデータビット０と命令データビット０の値で排他的論理和をとっ

た結果を、エラー検出データビット０に設定する）。デジタルデコーダは受け取っ

たアドレスデータと命令データにより、デジタルデコーダ内部で排他的論理和を

行い、受け取った第三バイトデートと比較を行う。もし、異なっていた場合、こ

のパケットを無視しなければならない。 

 

Fig-1 の例は、車両番号（動力）５５、前進、速度 Step6 の設定の場合である。 

アドレス 00110111....十進で５５ 

命令  01110100....ビット５ = "1"のため前進、Step は 10100 で 6 

エラー検出 01000011....アドレスと命令バイトのビット毎の排他的論理和 

 

デジタルデコーダリセットパケットデジタルデコーダリセットパケットデジタルデコーダリセットパケットデジタルデコーダリセットパケット((((すべてのすべてのすべてのすべてのデコーダデコーダデコーダデコーダ対応対応対応対応））））    

 

 111111111111  0  00000000  0  00000000  0  00000000 1 

 プリアンブル  第一バイト   第二バイト   第三バイト（エラー検出データバイト） 

 

３つのすべてのバイトが"0"のパケットは、デジタルデコーダリセットパケットである。デ

ジタルデコーダがデジタルデコーダリセットパケットを受け取った時、デジタルデコーダは

デジタルデコーダ内に保持していた速度、方向データを含むデータを消さなければならない。

そして、初期状態（パワーアップ状態）に戻る。もし、デジタルデコーダがある速度で動作
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中に、デジタルデコーダリセットパケットを受け取った場合、すぐに車両を止めなければな

らない。 

 

デジタルデコーダリセットパケットに引き続いて、デジタルコマンドステーションは２０ｍ

秒以内に、アドレス範囲 01100100 から 01111111 までのパケットを出力してはいけない。こ

れは、サービスモードに入ってしまうためである。(9) 

 

デジタルデコーダデジタルデコーダデジタルデコーダデジタルデコーダアイドルアイドルアイドルアイドルパケットパケットパケットパケット((((すべてのすべてのすべてのすべてのデコーダデコーダデコーダデコーダ対応対応対応対応））））    

 

 111111111111  0  11111111  0  00000000  0  11111111 1 

 プリアンブル  第一バイト   第二バイト   第三バイト（エラー検出データバイト） 

 

最初のバイトがすべて"1"、第二バイトはすべて"0"、そして第三バイトはすべて"1"である

パケットはデジタルアイドルパケットである。（訳者注、第三バイトは第一バイトと第二バイトと

のビット毎の排他的論理和であるので、第三バイトがすべて"1"になるのは必然である）。 このパケッ

トをデジタルデコーダが受け取った場合、そのデジタルデコーダは、何もしない。しかしな

がら、他のデコーダ宛に出された通常のパケットを受け取った時と同じような動作はすべき

である。 

訳者注：デジタルアイドルパケットを受け取った時、デコーダは現実には何もしないが、デコーダ内部の

タイミングの同期等に使える。また、後ほど出てくるかも知れないが、デジタルコマンドステーションか

ら定期的にコマンドを受け取らないとデジタルデコーダ自身で緊急停止を行う等の目的で、このパケット

はウォッチドックタイマー的に使用できる。 

 

デジタルデコーダデジタルデコーダデジタルデコーダデジタルデコーダ一斉停止一斉停止一斉停止一斉停止パケットパケットパケットパケット((((すべてのすべてのすべてのすべてのデコーダデコーダデコーダデコーダ対応対応対応対応））））(10) 

 

 111111111111  0  00000000  0  01DC000S  0  EEEEEEEE 1 

 プリアンブル  第一バイト   第二バイト   第三バイト（エラー検出データバイト） 

    訳者注：第三バイト 01EE000E ともかける。 

 

デジタルデコーダ一斉停止パケットは、第一バイトがすべて"0"であり、第二バイトは指定

された停止コマンドのビット列、第三バイトはエラー検出バイトであり、第二バイトと同じ

ビット列になる。（訳者注：第一バイトのビットがすべて"0"のため、排他的論理和で生成される第三バ

イトは、第二バイトと全く同じとなる）。第二バイトのビット 0(S)が"0"の場合、車両を停止に導

かなければならない。 

 

第二バイトのビット 0(S)が"1"の場合、動力への電力の供給を停止しなければならない。第
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二バイトのビット４(C)が"1"の場合、方向を示すビットであるビット５(D)は、すべての方

向感度機能に対して、無視しても良い。（訳者注：directional sensitive functions については、

現在知識がないため、訳はこのままとして置く、今後、変更の可能性がある。） 

(9)デジタルデコーダリセットパケットを受けた直後、デジタルデコーダは設定を受け付け

ることができる。サービスモード推奨現実仕様(RP-9.2.3)を参照してください。 

 

ＣＣＣＣ: : : : パケットパケットパケットパケットをどのくらいのをどのくらいのをどのくらいのをどのくらいの頻度頻度頻度頻度でででで出出出出すかすかすかすか 

雑音、あるいはレールと車両の導通の不具合等によりパケットがうまくデジタルデコーダに

伝わらない場合があるため、パケットは、繰り返して、出されるべきである。他のコマンド

コントロールフォーマットに対応するため、パケットエンドビットと次のパケット用プリア

ンブルの間で、パワーがなくなることも有り得る。（訳者注：alternative command control format

を他のコマンドコントロールフォーマットと訳している。今後、訳が変わる可能性がある）。パケットエ

ンドビットから次のパケットのスタートビットの間は最低５m 秒の時間がとられている。デ

ジタルデコーダは自分宛の複数のパケットを処理しなければならない(11)。もし、デジタル

デコーダが、有効なパケットスタートビット、エンドビットを正しく認識できない、あるい

は、エラーの検出が生じた場合は、次の新しいパケットのプリアンブルを正しく認識しなけ

ればならない。他のコマンドコントロールフォーマットはパケットエンドビットと次のプリ

アンブルの間に挿入される事を許容している。 

訳者注：以下の訳は、各デジタルデコーダメーカ間、デジタルデコーダ間の差違に関しての内容と思われ

る。訳者は、過去あるいは異なるデジタルデコーダの動作についての知識は現在全くないため、以下の訳

は、かなり間違っていると思っています。今後、変更の可能性があります。 

ＮＭＲＡデジタル信号に加えて、各デジタルデコーダメーカは、パワー信号やコマンドコン

トロールフォーマットの自動変換を要求されています。また、この自動変換は無効にできま

す。もし、自動変換が有効な場合、デジタルデコーダは、パケットスタートビットの繰り返

しが３０ｍ秒以内であれば、デジタルモードに留まり、他のパワー信号への変換を行っては

いけません。もし、自動変換が無効な場合、パケットスタートビットのタイミングにかかわ

らず、デジタルデコーダはデジタルモードに留まっていなければなりません。デジタルコマ

ンドステーションは３０ｍ秒ごとに、少なくとも一つの正しいパケットを送出する機能を持

たなければなりません。３０ｍ秒は、パケットスタートビットで規定されます(12,13)。 

 

(10)この機能は２００２年８月より規定されます。 

(11)ふるいデコーダは、５ｍ秒以内に自分向けのパケットを受け取るとサービスモードはな

ります。（アドレス範囲 112-127)。推奨現実仕様 RP-9.2.3 を参照してください。 

(12)いくつかのＮＭＲＡ規格制定以前のデコーダは、アナログパワー変換を防ぐため、３０

ｍ秒毎に標準パケットが必要です。 

(13)パケットの繰り返し期間が長い場合、デコーダ性能が落ちる場合があります。 


