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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
駆動電極、センス電極およびモニタ電極を設けたセンサ素子と、このセンサ素子における
モニタ電極からの出力信号を処理して駆動電極に駆動信号を入力しセンサ素子を所定の振
幅で振動駆動させるとともにＡＤ変換器、ＡＧＣ回路、デジタルフィルタおよび駆動手段
とを設けたドライブ回路と、前記センサ素子におけるセンス電極から出力される出力信号
を角速度信号に変換するセンス回路と、定電圧出力器、タイミング切替手段および電圧制
御発振器を設けたＰＬＬ回路と、前記ドライブ回路におけるデジタルフィルタからの出力
信号により前記センサ素子の振幅量を測定する振幅判定回路とを備え、前記ＰＬＬ回路に
位相監視手段を設け、ＰＬＬ回路内部の信号とデジタルフィルタからの出力信号との位相
ずれ量が所定の閾値範囲外である場合に、タイミング切替手段から位相調整モード信号を
出力するように構成した角速度センサ。
【請求項２】
駆動電極、センス電極およびモニタ電極を設けたセンサ素子と、このセンサ素子における
モニタ電極からの出力信号を処理して駆動電極に駆動信号を入力しセンサ素子を所定の振
幅で振動駆動させるとともにＡＤ変換器、ＡＧＣ回路、デジタルフィルタおよび駆動手段
とを設けたドライブ回路と、前記センサ素子におけるセンス電極から出力される出力信号
を角速度信号に変換するセンス回路と、定電圧出力器、タイミング切替手段および電圧制
御発振器を設けたＰＬＬ回路と、前記ドライブ回路におけるデジタルフィルタからの出力
信号により前記センサ素子の振幅量を測定する振幅判定回路とを備え、前記振幅判定回路
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からの出力信号が所定の値以下である場合にタイミング切替手段が定電圧出力器を選択し
て、定電圧が電圧制御発振器に入力されるとともに、前記ＰＬＬ回路にタイミング切替手
段を設け、このタイミング切替手段から前記センス回路からの出力信号に冗長する起動モ
ード信号を出力するようにした角速度センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、航空機、車両などの移動体の姿勢制御やナビゲーションシステム等に
用いられる角速度センサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の角速度センサについて、以下、図面を参照しながら説明する。
【０００３】
　図７は従来の角速度センサの回路図である。
【０００４】
　図７において、１は双端音叉の形をしたセンサ素子で、このセンサ素子１はセンサ素子
１を振動させるための信号を入力する駆動電極２と、振動状態に応じた電荷を出力するモ
ニタ電極３と、角速度が印加されるとコリオリ力に応じた電荷も含めて出力するセンス電
極４とで構成されている。前記モニタ電極３より出力されるモニタ信号はドライブ回路５
に入力される。このドライブ回路５は、入力されたモニタ信号からセンサ素子１の振動が
一定振幅となるように調整した駆動信号を駆動電極２に出力する。また、ドライブ回路５
より出力されるクロック信号は、一方はタイミング制御回路６に、他方はセンス回路７に
入力される。この場合、タイミング制御回路６はＰＬＬ回路で代替できるものである。前
記センス電極４より出力されるセンス信号はセンス回路７に入力される。このセンス回路
７は、センス電極４より出力されるセンス信号をドライブ回路５より出力されるセンサ素
子の駆動周波数に同期した信号で検波し、角速度信号を出力するものである。
【０００５】
　以上のように構成された従来の角速度センサについて、次にその動作を説明する。
【０００６】
　角速度センサにおけるセンサ素子１の駆動電極２に交流電圧が負荷されると、センサ素
子１がＸ方向に駆動周波数で振動駆動する。そして、センサ素子１のＺ軸周りに角速度が
負荷されると、コリオリ力により、センサ素子１がＹ軸方向に検知周波数で振動する。そ
して、この振動によりセンス電極４に発生する電荷からなる出力信号をセンス回路により
信号処理して出力することにより、角速度を検出するものである。
【０００７】
　ここで、従来の角速度センサにおけるアナログ回路からなるドライブ回路５をデジタル
回路で構成する場合を考えると、図８に示すように構成されるものである。図８において
、８はデジタル信号処理をするデジタルドライブ回路で、このデジタルドライブ回路８は
、発振回路９より出力される固定周波数のクロック信号でモニタ電極３より出力されるモ
ニタ信号をサンプリング、およびデジタル信号処理して、センサ素子１の振動が一定振幅
となるように調整した駆動信号を駆動電極２に出力する。また、デジタルドライブ回路８
より出力されるマルチビット信号は、ＰＬＬ回路（図示せず）を有するタイミング制御回
路６に入力される。タイミング制御回路６より出力される検波タイミング信号をセンス回
路７に入力し、かつこのセンス回路７は角速度信号を出力するものであった。
【０００８】
　なお、この出願の発明に関する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知ら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開２００２－１８８９２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記した従来の構成においては、デジタルドライブ回路８を発振回路９
より出力される固定周波数のクロック信号で動作させているため、周期性を有するジッタ
ノイズが検波タイミングの位相誤差として発生することになり、これにより、センス回路
７からの出力信号に周期的変動が発生するため、センス回路７からの出力信号が変動して
しまうという課題を有していた。
【００１１】
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、周期性を有するジッタノイズが検波タイミ
ングの位相誤差として発生するということはなく、出力特性が安定している角速度センサ
を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の請求項１に記載の発明は、駆動電極、センス電極およびモニタ電極を設けたセ
ンサ素子と、このセンサ素子におけるモニタ電極からの出力信号を処理して駆動電極に駆
動信号を入力しセンサ素子を所定の振幅で振動駆動させるとともにＡＤ変換器、ＡＧＣ回
路、デジタルフィルタおよび駆動手段とを設けたドライブ回路と、前記センサ素子におけ
るセンス電極から出力される出力信号を角速度信号に変換するセンス回路と、定電圧出力
器、タイミング切替手段および電圧制御発振器を設けたＰＬＬ回路と、前記ドライブ回路
におけるデジタルフィルタからの出力信号により前記センサ素子の振幅量を測定する振幅
判定回路とを備え、ＰＬＬ回路に位相監視手段を設け、ＰＬＬ回路内部の信号とデジタル
フィルタからの出力信号との位相ずれ量が所定の閾値範囲外である場合に、タイミング切
替手段から位相調整モード信号を出力するようにしたため、位相ずれにより、正確な角速
度を検出できない間は、位相調整モード信号が出力されることとなり、これにより、角速
度センサの出力信号の精度が向上するという作用効果を有するものである。
【００１３】
　本発明の請求項２に記載の発明は、駆動電極、センス電極およびモニタ電極を設けたセ
ンサ素子と、このセンサ素子におけるモニタ電極からの出力信号を処理して駆動電極に駆
動信号を入力しセンサ素子を所定の振幅で振動駆動させるとともにＡＤ変換器、ＡＧＣ回
路、デジタルフィルタおよび駆動手段とを設けたドライブ回路と、前記センサ素子におけ
るセンス電極から出力される出力信号を角速度信号に変換するセンス回路と、定電圧出力
器、タイミング切替手段および電圧制御発振器を設けたＰＬＬ回路と、前記ドライブ回路
におけるデジタルフィルタからの出力信号により前記センサ素子の振幅量を測定する振幅
判定回路とを備え、前記振幅判定回路からの出力信号が所定の値以下である場合にタイミ
ング切替手段が定電圧出力器を選択して、定電圧が電圧制御発振器に入力されるとともに
、前記ＰＬＬ回路にタイミング切替手段を設け、このタイミング切替手段から前記センス
回路からの出力信号に冗長する起動モード信号を出力するようにしたため、角速度センサ
の出力信号が入力される相手側システムが、起動時の定電圧出力器使用時の正確な角速度
を検出出来ていない間は、起動モードであることを認識できるという作用効果を有するも
のである。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように本発明の角速度センサは、駆動電極、センス電極およびモニタ電極を設け
たセンサ素子と、このセンサ素子におけるモニタ電極からの出力信号を処理して駆動電極
に駆動信号を入力しセンサ素子を所定の振幅で振動駆動させるとともにＡＤ変換器、ＡＧ
Ｃ回路、デジタルフィルタおよび駆動手段とを設けたドライブ回路と、前記センサ素子に
おけるセンス電極から出力される出力信号を角速度信号に変換するセンス回路と、定電圧
出力器、タイミング切替手段および電圧制御発振器を設けたＰＬＬ回路と、前記ドライブ
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回路におけるデジタルフィルタからの出力信号により前記センサ素子の振幅量を測定する
振幅判定回路とを備え、ＰＬＬ回路に位相監視手段を設け、ＰＬＬ回路内部の信号とデジ
タルフィルタからの出力信号との位相ずれ量が所定の閾値範囲外である場合に、タイミン
グ切替手段から位相調整モード信号を出力するようにしたため、位相ずれにより、正確な
角速度を検出できない間は、位相調整モード信号が出力されることとなり、これにより、
出力信号の精度が向上する角速度センサを提供することができるという効果を有するもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態における角速度センサの回路図
【図２】同角速度センサの動作状態を示す図
【図３】同角速度センサの動作状態を示す図
【図４】（ａ）（ｂ）（ｃ）同角速度センサの動作状態を示す図
【図５】（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）同角速度センサの動作状態を示す図
【図６】同角速度センサの動作状態を示す図
【図７】従来の角速度センサの回路図
【図８】同角速度センサの回路図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施の形態における角速度センサについて、図面を参照しながら説明
する。
【００１８】
　図１は本発明の一実施の形態における角速度センサの回路図である。
【００１９】
　図１において、３０はセンサ素子で、このセンサ素子３０は振動体３１と、この振動体
３１を振動させるための圧電体を有する駆動電極３２と、振動状態に応じて電荷を発生す
る圧電体を有するモニタ電極３３と、前記センサ素子３０に角速度が印加されると電荷を
発生する圧電体を有する一対のセンス電極とを設けている。また、前記センサ素子３０に
おける一対のセンス電極は、第１のセンス電極３４と、この第１のセンス電極３４と逆極
性の電荷を発生する第２のセンス電極３５とで構成されている。４１はドライブ回路で、
このドライブ回路４１は入力切替手段４２と、ＤＡ変換手段４３、積分手段４４、比較手
段４５、デジタルフィルタからなるフィルタ回路４６、ＡＧＣ回路４７および駆動回路４
８とで構成されている。また、前記ドライブ回路４１における入力切替手段４２は、振動
体３１におけるモニタ電極３３と接続され、そして、第２のタイミングΦ２で動作するア
ナログスイッチで構成されているものである。そしてまた、前記ドライブ回路４１におけ
るＤＡ切替手段４９は、第１の基準電圧５０および第２の基準電圧５１を有し、そしてこ
の第１の基準電圧５０と第２の基準電圧５１を第２のタイミングΦ２で所定の信号により
切り替えている。さらに、前記ドライブ回路４１にはＤＡ出力手段５２を設けており、こ
のＤＡ出力手段５２は前記ＤＡ切替手段４９の出力信号が入力されるコンデンサ５３と、
このコンデンサ５３の両端に接続され、かつ前記第１のタイミングΦ１で動作してコンデ
ンサ５３の電荷を放電するＳＷ５４，５５とで構成されている。そして、前記ＤＡ切替手
段４９とＤＡ出力手段５２とでＤＡ変換手段４３を構成し、かつこのＤＡ変換手段４３は
第１のタイミングΦ１で前記コンデンサ５３の電荷を放電し、さらに前記第２のタイミン
グΦ２で前記ＤＡ切替手段４９が出力する基準電圧に応じた電荷を入出力するものである
。５６はＳＷで、このＳＷ５６には前記入力切替手段４２とＤＡ変換手段４３の出力が入
力され、そして、このＳＷ５６は前記第２のタイミングΦ２で出力するものである。
【００２０】
　４４は積分手段で、この積分手段４４には前記ＳＷ５６の出力が入力されるもので、演
算増幅器５７と、この演算増幅器５７の帰還に接続されるコンデンサ５８とにより構成さ
れている。そして、第２のタイミングΦ２で動作し、前記積分手段４４への入力信号がコ
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ンデンサ５８により積分されるものである。４５は比較手段で、この比較手段４５には前
記積分手段４４が出力する積分信号が入力され、そして、この比較手段４５はこの積分信
号と所定の値とを比較する比較器５９と、この比較器５９が出力する１ビットデジタル信
号が入力されるＤ型フリップフロップ６０とにより構成されている。また、前記Ｄ型フリ
ップフロップ６０は前記第１のタイミングΦ１の開始時に前記１ビットデジタル信号をラ
ッチしてラッチ信号を出力するものであり、このラッチ信号は、前記ＤＡ変換手段４３の
ＤＡ切替手段４９に入力されて、第１の基準電圧５０と第２の基準電圧５１とを切り替え
るものである。そして、前記入力切替手段４２、ＤＡ変換手段４３、積分手段４４および
比較手段４５によりΣΔ変調器からなるＡＤ変換器６１を構成している。
【００２１】
　また、前記ＡＤ変換器６１の出力するパルス密度変調記号はフィルタ回路４６に入力さ
れ、前記振動体３１の共振周波数の信号を抽出し、ノイズ成分を除去したマルチビット信
号を出力する。そして、このマルチビット信号をＡＧＣ回路４７に設けた半波整流フィル
タ回路（図示せず）に入力することにより、振幅情報信号に変換する。そしてＡＧＣ回路
４７はこの振幅情報信号が大の場合には前記フィルタ回路４６の出力マルチビット信号を
減衰させた信号を、一方、前記振幅情報信号が小の場合には前記フィルタ回路４６の出力
マルチビット信号を増幅させた信号を駆動回路４８に入力し、前記振動体３１の振動が一
定振幅となるように調整するものである。
【００２２】
　前記駆動回路４８は、２値を保持しているデジタル値出力手段６２と、ＡＧＣ回路４７
からの出力信号と前記デジタル値出力手段６２の出力を加算し積分する加積分演算手段６
３と、この加積分演算手段６３からの出力を比較定数値６４と比較する値比較手段６５と
、この値比較手段６５の出力に応じて前記デジタル値出力手段６２の出力するデジタル値
を切り替える値切り替え手段６６と、前記値比較手段６５の出力を所定のタイミングでラ
ッチするフリップフロップ６７とにより構成されるデジタルΣΔ変調器６８を有している
。前記デジタルΣΔ変調器６８により前記ＡＧＣ回路４７が出力するマルチビット信号は
１ビットのパルス密度変調信号に変調されて出力され、かつこのパルス密度変調信号はア
ナログフィルタ６９に入力され、さらにセンサ素子３０を駆動するのに有害な周波数成分
はフィルタリングされて、センサ素子３０に出力される。
【００２３】
　７１はタイミング制御回路で、このタイミング制御回路７１は前記ドライブ回路４１に
おけるフィルタ回路４６が出力するマルチビット信号を入力し、第１のタイミングΦ１、
第２のタイミングΦ２のタイミング信号を生成してドライブ回路４１に、また第３のタイ
ミングΦ３、第４のタイミングΦ４、第５のタイミングΦ５、第６のタイミングΦ６のタ
イミング信号をセンス回路８１に出力するものである。
【００２４】
　なお、上記タイミング制御回路７１の内部構成については後述する。
【００２５】
　前記センス回路８１はΣΔ変調器からなるＡＤ変換器８２および演算手段８３により構
成されている。８４は入力切替手段で、この入力切替手段８４は前記センサ素子３０にお
ける第１のセンス電極３４と接続され前記第４のタイミングΦ４で動作するアナログスイ
ッチ８５（以下、ＳＷと記す）、第２のセンス電極３５と接続され前記第６のタイミング
Φ６で動作するアナログスイッチ８６とで構成されている。この構成により、入力切替手
段８４は、第１のセンス電極３４または第２のセンス電極３５からの入力信号を第４のタ
イミングΦ４または第６のタイミングΦ６で切り替えて出力することになる。８７はＤＡ
切替手段で、このＤＡ切替手段８７は、第１の基準電圧８８および第２の基準電圧８９を
有し、そしてこの第１の基準電圧８８と第２の基準電圧８９を所定の信号により切り替え
るものである。９０はＤＡ出力手段で、このＤＡ出力手段９０は前記ＤＡ切替手段８７の
出力信号が入力されるコンデンサ９１と、このコンデンサ９１の両端に接続され、かつ前
記第３のタイミングΦ３と第５のタイミングΦ５で動作してコンデンサ９１の電荷を放電
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するＳＷ９２，９３により構成されている。そして、前記ＤＡ切替手段８７とＤＡ出力手
段９０とでＤＡ変換手段９４を構成し、かつこのＤＡ変換手段９４は第３のタイミングΦ
３と第５のタイミングΦ５で前記コンデンサ９１の電荷を放電し、さらに前記第４のタイ
ミングΦ４と第６のタイミングΦ６で前記ＤＡ切替手段８７が出力する基準電圧に応じた
電荷を入出力するものである。
【００２６】
　９５はＳＷで、このＳＷ９５には前記入力切替手段８４とＤＡ変換手段９４の出力が入
力され、前記第４のタイミングΦ４と第６のタイミングΦ６で出力するものである。９６
は積分回路で、この積分回路９６には前記ＳＷ９５の出力が入力されるものであり、そし
て、この積分回路９６は演算増幅器９７と、この演算増幅器９７の帰還に並列に接続され
る一対のコンデンサ９８，９９と、このコンデンサ９８，９９に接続される一対のＳＷ１
００，１０１とにより構成されている。また、ＳＷ１００は第３のタイミングΦ３と第４
のタイミングΦ４で動作し、前記積分回路９６への入力信号がコンデンサ９８に積分され
て積分値が保持されることになる。そしてまた、ＳＷ１０１は前記第５のタイミングΦ５
と第６のタイミングΦ６で動作し、前記積分回路９６への入力信号がコンデンサ９９に積
分されて積分値が保持されることになる。ＳＷ９５と積分回路９６により積分手段１０２
を構成している。
【００２７】
　１０３は比較手段で、この比較手段１０３には前記積分手段１０２が出力する積分信号
が入力され、そして、この比較手段１０３はこの積分信号と所定の値とを比較する比較器
１０４と、この比較器１０４が出力する１ビットデジタル信号が入力されるＤ型フリップ
フロップ１０５とで構成されている。また、前記Ｄ型フリップフロップ１０５は前記第４
のタイミングΦ４と第６のタイミングΦ６の開始時に前記１ビットデジタル信号をラッチ
してラッチ信号を出力するものであり、このラッチ信号は、前記ＤＡ変換手段９４のＤＡ
切替手段８７に入力されて基準電圧８８，８９を切り替えるものである。そして、前記入
力切替手段８４、ＤＡ変換手段９４、積分手段１０２および比較手段１０３によりＡＤ変
換器８２を構成している。
【００２８】
　またこのＡＤ変換器８２は上記構成により、前記センサ素子３０における第１のセンス
電極３４および第２のセンス電極３５より出力される電荷をΣΔ変調し、１ビットデジタ
ル信号に変換して出力するものである。
【００２９】
　１０６はラッチ回路で、このラッチ回路１０６には前記ＡＤ変換器８２の比較手段１０
３における比較器１０４より出力される１ビットデジタル信号が入力され、かつ前記１ビ
ットデジタル信号をラッチする一対のＤ型フリップフロップ１０７，１０８により構成さ
れている。また、Ｄ型フリップフロップ１０７は第４のタイミングΦ４で前記１ビットデ
ジタル信号をラッチするものであり、Ｄ型フリップフロップ１０８は第６のタイミングΦ
６で前記１ビットデジタル信号をラッチするものである。１０９は差分演算手段で、この
差分演算手段１０９は前記ラッチ回路１０６における一対のＤ型フリップフロップ１０７
，１０８がラッチして出力する一対の１ビットデジタル信号が入力され、そしてこの一対
の１ビットデジタル信号の差を演算する１ビット差分演算を置換処理により実現するもの
である。つまり、差分演算手段１０９に入力される一対の１ビットデジタル信号が、“０
０”“０１”“１０”“１１”である時、それぞれ“０”“－１”“１”“０”と置き換
えて出力する構成となっている。１１０は補正演算手段で、この補正演算手段１１０には
前記差分演算手段１０９が出力する１ビット差分信号が入力され、この１ビット差分信号
と所定の補正情報との補正演算を置換処理により実現するものであり、つまり、上記した
ように補正演算手段１１０に入力される１ビット差分信号が“０”“１”“－１”であり
、例えば、補正情報が“５”である場合にはそれぞれ“０”“５”“－５”と置き換えて
出力する構成となっている。１１１はデジタルフィルタからなるフィルタ回路で、このフ
ィルタ回路１１１には前記補正演算手段１１０より出力されるデジタル差分信号が入力さ
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れ、ノイズ成分を除去するフィルタリング処理を行うものである。そして、前記ラッチ回
路１０６、差分演算手段１０９、補正演算手段１１０およびフィルタ回路１１１により演
算手段８３を構成している。また、この演算手段８３は、第４、第６のタイミングで一対
の１ビットデジタル信号をラッチして、差分演算、補正演算、フィルタリング処理を行い
、マルチビット信号を出力している。
【００３０】
　そして、タイミング制御回路７１は、ＰＬＬ回路１２１と、タイミング生成回路１２２
，１２３と、振幅判定回路１２４とで構成されている。
【００３１】
　前記ＰＬＬ回路１２１は、前記ドライブ回路４１におけるフィルタ回路４６が出力する
マルチビット信号の周波数を逓倍し、位相ノイズを時間的に積分し低減して、タイミング
生成回路１２２，１２３に信号を出力するものである。位相監視手段１２６には、フィル
タ回路４６が出力するマルチビット信号を波形整形した矩形波信号と分周器１２６ａの出
力信号が入力される。そして、分周器１２６ａによる第２のタイミング信号Φ２は後述す
る電圧制御発振器１２９による第１のタイミング信号Φ１を分周した同期信号であり、第
２のタイミング信号Φ２のタイミングでの、ＡＤ変換器であるドライブ回路４１の出力値
それ自体が、第２のタイミング信号Φ２の正弦波信号の中央値、つまりゼロ点との位相ず
れ量に応じた値となる。前記ＡＤ変換器６１に正弦波のアナログ信号を入力すると、前記
電圧制御発振器１２９の出力する第１のタイミング信号Φ１のタイミングでサンプリング
して入力されたアナログ信号の大きさに応じたデジタル値に変換され、そして、このデジ
タル値が位相監視手段１２６に入力される。この時は、例えば、正弦波信号の中央値を“
０”とした正負のデジタル信号に変換される。この位相監視手段１２６からは、第２のタ
イミング信号Φ２のタイミングで入力されたデジタル値を出力することになり、そして、
これが位相補正回路１２６ｂに入力され、所定の値に補正された後、ＤＡ変換器１２５に
入力され、そして、このＤＡ変換器１２５で入力されたデジタル値に応じたアナログ値に
変換されて出力される。また、このアナログ信号は、ループフィルタからなるフィルタ回
路１２７を通して、さらにタイミング切替手段１２８を介して電圧制御発振器１２９に入
力され、そして、入力されたアナログ信号に応じた周波数の信号がこの電圧制御発振器１
２９より出力され、これがＡＤ変換器６１のタイミング信号としてフィードバックされる
ことになる。この時、第２のタイミング信号Φ２は第１のタイミング信号Φ１を分周した
同期信号であり、第２のタイミング信号Φ２のタイミングでのＡＤ変換器６１の出力値そ
れ自体が、第２のタイミング信号Φ２の正弦波信号の中央値、つまりゼロ点との位相ずれ
量に応じた値となる。すなわち、通常のＰＬＬ回路における位相比較器（図示せず）から
出力される値と同じ意味をもつことになる。そして、図２に示すように、位相監視手段１
２６の出力するデジタル値が負の場合には電圧制御発振器１２６の出力する周波数が減少
する方向のアナログ信号を、一方、位相監視手段１２６の出力するデジタル値が正の場合
には電圧制御発振器１２９の出力する周波数が増加する方向のアナログ信号をＤＡ変換器
１２５より出力する。そして、ＰＬＬ回路１２１のループとしては、このＤＡ変換器１２
５の出力するアナログ信号が一定となるように、つまり第２のタイミング信号Φ２のタイ
ミングでのデジタル値が“０”となるようにループ制御がかかることになる。これにより
、ＡＤ変換器６１のサンプリングタイミングが、入力されるアナログ信号の中央値を通る
タイミングと同期することになるため、正確にアナログ信号の中央値つまりゼロ点と同期
することが可能となるものである。
【００３２】
　また、前記位相監視手段１２６では入力されるデジタル値が、所定の上限値及び下限値
を超えるかどうかを監視している。上記第２のタイミング信号Φ２が入力されたタイミン
グにより出力する値を変化させる。具体的には、図３に示すように、第２のタイミング信
号Φ２が入力されてから、入力されたデジタル値が所定の上限値を下回った後に次に所定
の下限値を下回り、さらに下限値を上回るまでの期間をフェーズ１とし、そして、フェー
ズ１の終わりから入力されたデジタル値が所定の上限値を超えるまでをフェーズ２とし、
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それ以降の次に、上限値を下回るまでをフェーズ３とすると、フェーズ１で第２のタイミ
ング信号Φ２が入力された場合には所定の下限値の信号を出力し、フェーズ２で第２のタ
イミング信号Φ２が入力された場合にはその第２のタイミング信号Φ２のタイミングで入
力されたデジタル値を出力し、フェーズ３で第２のタイミング信号が入力された場合には
所定の上限値の信号を出力することになる。そして、ＤＡ変換器１２５には、前記位相監
視手段１２６の出力するデジタル値が入力され、かつこのＤＡ変換器１２５は、このデジ
タル値に応じた大きさのアナログ信号を出力し、そして、このアナログ信号はループフィ
ルタからなるフィルタ回路１２７に入力され、かつこのフィルタ回路１２７でフィルタリ
ングされた後にタイミング切替手段１２８を介して電圧制御発振器１２９に入力されるこ
とになる。このようにして、位相監視手段１２６の出力するデジタル値に応じたアナログ
信号をフィルタリングした信号によって決まる周波数が電圧制御発振器１２９より出力さ
れることになる。位相監視手段１２６が上記のようなフェーズの判定及び出力信号の上限
及び下限を設定していることにより、一定範囲内のアナログ信号が電圧制御発振器１２９
に入力されることになり、その結果、電圧制御発振器１２９が出力する信号の周波数が制
限されることになる。これにより、ＰＬＬ回路１２１全体の動作において、入力されるア
ナログ信号の周波数と分周器における分周値を乗じた周波数以外でロックする、いわゆる
倍周波数ロック等の誤動作を防止して、ＰＬＬ回路１２１を所定の周波数でロックさせる
ことができることになる。
【００３３】
　そしてまた、位相監視手段１２６の出力する信号が入力される位相補正回路１２６ｂで
は、入力された位相比較値を所定の値分だけ増減させて出力することにより、ロックする
位相をデジタル値の分解能の分だけ微調整することが可能となる。例えば、位相補正回路
１２６ｂにおいて、正の値を加算して出力したとすると、電圧制御発振器１２９は加算し
ない場合と比べて加算した分だけ増加した周波数を出力することになり、その結果として
位相を早めた点にロックすることになる。
【００３４】
　さらに、ＡＤ変換器６１においては、ＡＤ変換もしくは演算等により所定のクロック数
だけ遅延が生じて出力される場合、その遅延分だけずれた位相でロックすることになるが
、位相監視手段１２６の出力する値を第２のタイミング信号Φ２のタイミングから遅延分
のクロック数だけずれたタイミングでの値を出力する構成にすることにより、第２のタイ
ミング信号Φ２が、入力されるアナログ信号の中央値を通るタイミングと同期することに
なり、これにより、正確にアナログ信号の中央値つまりゼロ点と同期させることが可能と
なるものである。
【００３５】
　位相監視手段１２６から出力される信号は位相補正回路１２６ｂを介してループフィル
タからなるフィルタ回路１２７に入力され、そしてこのフィルタ回路１２７は交流成分の
少ない直流信号に変換するもので、このフィルタ回路１２７の出力信号と定電圧値とがタ
イミング切替手段１２８に入力される。そして、前記タイミング切替手段１２８は、第１
のスイッチ１３０、第２のスイッチ１３１、第３のスイッチ１３２およびＯＲ回路１３３
とで構成されている。前記タイミング切替手段１２８における第１のスイッチ１３０は、
定電圧出力器１３４と電気的に接続されており、第１のスイッチ１３０を切り替えること
により、定電圧出力器１３４からの出力信号を電圧制御発振器１２９またはＯＲ回路１３
３に出力するものである。また、前記タイミング切替手段１２８における第２のスイッチ
１３１はフィルタ回路１２７に接続されており、第２のスイッチ１３１を切り替えること
により、フィルタ回路１２７からの出力信号を電圧制御発信器１２９またはＯＲ回路１３
３に出力するものである。さらに、前記タイミング切替手段１２８における第３のスイッ
チ１３２は、フィルタ回路１２７に接続されており、第３のスイッチ１３２をＯＮにする
ことにより、フィルタ回路１２７からの出力信号を電圧制御発振器１２９に出力するもの
である。また、前記タイミング切替手段１２８におけるＯＲ回路１３３は第１のスイッチ
１３０と第２のスイッチ１３１とのいずれか一方または両方が接続されたときに、Ｈｉｇ
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ｈ信号をモード信号として出力するものである。
【００３６】
　また、前記振幅判定回路１２４にはフィルタ回路４６から出力されるマルチビット信号
が入力される。そして、この振幅判定回路１２４はフィルタ回路４６から出力されるマル
チビット信号の振幅情報を監視しており、この振幅情報が目標振幅の５０％以上である場
合には、タイミング切替手段１２８はフィルタ回路１２７の出力信号を選択する。そして
、ＰＬＬ回路１２１は閉ループとなり、音叉駆動周波数のモニタ信号を入力信号として逓
倍し、位相ノイズを時間的に積分し低減した信号を出力するため、センサ素子３０の固有
駆動周波数に同期した信号がタイミング生成回路１２２，１２３に入力されることになる
。一方、フィルタ回路４６から出力されるマルチビット信号の振幅情報が目標振幅の５０
％以下である場合には、タイミング切替手段１２８は定電圧出力器１３４からの出力信号
を選択するように切り替えている。すなわち、電圧制御発振器１２９からは定電圧値に応
じた固定周波数の信号が出力され、この信号がタイミング生成回路１２２，１２３に入力
されることになる。さらに、位相監視手段１２６は、分周器１２６ａからの出力信号と、
フィルタ回路４６からの出力信号を比較しており、両者の出力信号の位相差が３０度以上
有る場合には、第２の出力スイッチを介して、フィルタ回路１２７からの出力信号を電圧
制御発振器１２９に伝達するように構成されている。一方、分周器１２６ａからの出力信
号と、フィルタ回路４６からの出力信号の位相差が３０度以下で有る場合には、第３の出
力スイッチを介して、フィルタ回路１２７からの出力信号を電圧制御発振器１２９に伝達
するとともに、第１のスイッチ１３０および第２のスイッチ１３１は、ＯＲ回路１３３に
接続されることになり、ＯＲ回路１３３からはＨｉｇｈ信号が出力される。
【００３７】
　前述の如く、タイミング切替手段１２８の出力電圧は電圧制御発振器１２９に入力され
る。この電圧制御発振器１２９は入力電圧に応じた周波数信号を発振する可変周波数発振
器であり、この電圧制御発振器１２９より出力される発振信号は、分周器１２６ａと、タ
イミング生成回路１２２，１２３に入力される。
【００３８】
　前記タイミング生成回路１２２は前記ＰＬＬ回路１２１から出力される信号をもとに、
第１のタイミングΦ１、第２のタイミングΦ２のタイミング信号を生成してドライブ回路
４１に出力するものであり、またタイミング生成回路１２３はモニタ信号の２周期間を第
３のタイミングΦ３、第４のタイミングΦ４、第５のタイミングΦ５、第６のタイミング
Φ６に分割してこのタイミング信号を生成してセンス回路８１に出力するものである。
【００３９】
　以上のようにして構成された本発明の一実施の形態における角速度センサについて、次
にその動作を説明する。
【００４０】
　前記センサ素子３０の駆動電極３２に駆動信号を加えると、振動体３１が共振し、モニ
タ電極３３に電荷が発生する。このモニタ電極３３に発生した電荷はドライブ回路４１に
おけるＡＤ変換器６１に入力され、パルス密度変調信号へと変換される。そしてこのパル
ス密度変調信号はフィルタ回路４６に入力され、前記振動体３１の共振周波数を抽出し、
ノイズ成分を除去したマルチビット信号を出力する。
【００４１】
　この場合におけるＡＤ変換器６１の動作を以下に説明する。このＡＤ変換器６１はタイ
ミング制御回路７１より出力されるモニタ信号に同期したタイミングである第１のタイミ
ングΦ１、第２のタイミングΦ２を繰り返すことによって動作するもので、第１のタイミ
ングΦ１ではセンサ素子３０におけるモニタ電極３３から出力される信号がΣΔ変調され
て１ビットデジタル信号に変換される。
【００４２】
　上記した２つのタイミングでの動作をひとつずつ説明する。図４（ａ）に示すように、
まず第１タイミングΦ１では、積分手段４４におけるコンデンサ５８に保持されている積
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分値を比較する前記比較手段４５の比較器５９に入力し、この比較器５９より出力される
１ビットデジタル信号が、第１のタイミングΦ１の立ち上がり時にＤ型フリップフロップ
６０にラッチされ、このラッチ信号が前記ＤＡ変換手段４３のＤＡ切替手段４９に入力さ
れる。また、ＤＡ出力手段５２におけるＳＷ５４とＳＷ５５がＯＮになって、コンデンサ
５３に保持されている電荷が放電される。
【００４３】
　次に、第２のタイミングΦ２では、前記ＤＡ切替手段４９に入力されたラッチ信号に応
じて第１の基準電圧５０および第２の基準電圧５１が切り替えられてコンデンサ５３に入
力され、かつＤＡ変換手段４３より切り替えられた基準電圧に応じた電荷が出力される。
また、入力切替手段４２がＯＮになり、前記センサ素子３０のモニタ電極３３より発生す
る電荷が入力される。さらに、積分手段４４におけるＳＷ５６がＯＮになり、前記入力切
替手段４２とＤＡ変換手段４３から出力される電荷が積分手段４４に入力される。これに
より第２のタイミングΦ２では、積分手段４４におけるコンデンサ５８に、図４（ａ）の
斜線部で示される電荷量とＤＡ変換手段４３より出力される電荷量の総和が積分されて保
持されることになる。
【００４４】
　上記した第１のタイミングΦ１および第２のタイミングΦ２での以上の動作によりセン
サ素子３０のモニタ電極３３から出力される振幅値に相当する電荷量がΣΔ変調され、図
４（ｂ）および図４（ｃ）に示すように、第１のタイミングΦ１の信号の立ち上がり時に
１ビットデジタル信号として出力されることになる。
【００４５】
　以上の動作により、センサ素子３０におけるモニタ電極３３から出力される電荷量がＡ
Ｄ変換器６１によりΣΔ変調されて１ビットデジタル信号として上記タイミングで出力さ
れることになる。
【００４６】
　そしてまた、前記ドライブ回路４１におけるフィルタ回路４６より出力される図４（ｂ
）に示すマルチビット信号をＡＧＣ回路４７に設けた全波整流フィルタ回路（図示せず）
に入力することにより、振幅情報信号に変換する。マルチビット信号が例えば１０ｂｉｔ
である場合、正側に５１２値、負側にも５１２値のデータが有り、マルチビット信号の絶
対値の平均をとるだけで、容易に、振幅情報を得ることができる。そして、全波整流フィ
ルタ回路（図示せず）の出力信号が目標値の５０％以下である場合には、角速度センサの
起動モードであるとして、定電圧出力器１３４の出力信号を第１のスイッチを介して、電
圧制御発振器１２９に入力する。このとき、第１のスイッチ１３０はＯＲ回路１３３の入
力端子に接続されて、ＯＲ回路１３３から起動モードであることを示すＨｉｇｈ信号が出
力される。そしてこの、起動モード信号はセンス回路８１の演算手段８３におけるフィル
タ回路１１１の出力信号に冗長させて出力されるものである。
【００４７】
　一方、全波整流フィルタ回路（図示せず）の出力信号が目標値の５０％以上である場合
には、位相調整モードあるいは通常動作モードである。位相監視手段１２６はフィルタ回
路４６からの出力信号と、分周器１２６ａからの出力信号を比較して両者の位相差が３０
ｄｅｇ以上ある場合には、位相調整モードであるとして、位相を調整する。そして、フィ
ルタ回路１２７からの出力信号は、第２のスイッチ１３１を介して、電圧制御発振器１２
９に出力される。このとき、第２のスイッチ１３１は、ＯＲ回路１３３の入力端子に接続
され、ＯＲ回路１３３から位相調整モードであることを示すＨｉｇｈ信号が出力される。
一方、フィルタ回路４６からの出力信号と、分周器１２６ａからの出力信号の位相差が３
０ｄｅｇ以下である場合には、通常動作モードであるとして、第３のスイッチ１３２を介
してフィルタ回路１２７の出力信号が電圧制御発振器１２９に入力される。このとき、第
１のスイッチ１３０および第２のスイッチ１３１は双方ともにＯＲ回路１３３の入力端子
に接続されず、ＯＲ回路１３３からは、通常動作モードであるとして、Ｌｏｗ信号が出力
される。また、このＡＧＣ回路４７は振幅情報信号が大の場合には前記フィルタ回路４６
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の出力マルチビット信号を減衰させた信号を、一方、前記振幅情報信号が小の場合には前
記フィルタ回路４６の出力するマルチビット信号を増幅させた信号を駆動回路４８に入力
し、前記振動体３１の振動が一定振幅となるように調整するものである。
【００４８】
　前記デジタルΣΔ変調器６８の加積分演算手段６３には、前記ＡＧＣ回路４７から出力
されるマルチビット信号と、所定の２値を保持してデジタル値出力手段６２のどちらかの
値を出力する値切り替え手段６６より出力される定数値が入力され、加算して積分される
。この加積分演算手段６３から出力される積分値は比較定数値６４と値比較手段６５によ
り比較されて比較結果が出力される。そして、この比較結果がフリップフロップ６７によ
り所定のタイミングでラッチされて出力される。このフリップフロップ６７の出力により
値切り替え手段６６より出力される定数値が切り替えられることになる。この時、加積分
演算手段６３の出力値が比較定数値６４より小さい場合には、デジタル値出力手段６２の
２値のうちの大きい方の値が、逆の場合には小さい方の値が選択されて出力されるように
動作する。この動作を繰り返すことによりフリップフロップ６７より、前記ＡＧＣ回路４
７が出力するマルチビット信号が、１ビットのパルス密度変調信号に変調されて出力され
ることになる。ここで、デジタルΣΔ変調器６８に入力される信号が例えば、１０ｂｉｔ
（＝±９ｂｉｔ）である場合、比較定数値６４を“０”、デジタル値出力手段６２の２値
を“５１１”“－５１１”以上とすることが望ましい。
【００４９】
　なお、ΣΔ変調ではオーバーサンプリングを行い、その量子化ノイズが高域にノイズシ
ェーピングされるため、高周波成分のノイズ成分を含むが、センサ素子３０の応答がその
ような高周波に応答できないため、パルス密度変調信号のサンプリング周波数でなく、オ
ーバーサンプリングされた所定の周波数成分で振動することになる。また、センサ素子３
０の高周波での応答ゲインが高くて、このような高周波成分のノイズが問題になる場合に
は、デジタルΣΔ変調器６８の出力信号のうち問題となる周波数成分を低減するように設
定されたアナログフィルタ６９を追加することによって、さらに低ノイズで、高精度のド
ライブ回路４１を実現することが可能となるものである。
【００５０】
　また、前記センサ素子３０が図１に図示している駆動方向に速度Ｖで屈曲振動している
状態において、振動体３１の長手方向の中心軸周りにセンサ素子３０が角速度ωで回転す
ると、このセンサ素子３０にＦ＝２ｍＶ×ωのコリオリ力が発生する。このコリオリ力に
より前記センサ素子３０が有する一対のセンス電極３４，３５に、図５（ａ）および図５
（ｂ）に示すように電荷が発生する。そしてこのセンス電極３４，３５に発生する電荷は
コリオリ力により発生するため、前記モニタ電極３３に発生する信号より位相が９０度進
んでいる。そしてまた、前記一対のセンス電極３４，３５に発生した出力信号は図５（ａ
）および図５（ｂ）に示す通り、正極性信号と負極性信号の関係にある。
【００５１】
　この場合におけるＡＤ変換器８２の動作を以下に説明する。このＡＤ変換器８２は第３
のタイミングΦ３、第４のタイミングΦ４、第５のタイミングΦ５および第６のタイミン
グΦ６を繰り返すことによって動作するもので、第３のタイミングΦ３および第４のタイ
ミングΦ４ではセンサ素子３０におけるセンス電極３４から出力される正極性信号がΣΔ
変調されて１ビットデジタル信号に変換され、また第５のタイミングΦ５および第６のタ
イミングΦ６では負極性信号がΣΔ変調されて１ビットデジタル信号に変換される。
【００５２】
　上記した４つのタイミングでの動作をひとつずつ説明する。まず第３のタイミングΦ３
では、積分手段１０２におけるコンデンサ９８と接続されているＳＷ１００がＯＮになり
、このコンデンサ９８に保持されている積分値が比較手段１０３における比較器１０４に
入力され比較結果が１ビットデジタル信号として出力される。また、ＤＡ変換手段９４に
おけるＳＷ９２と９３がＯＮになりコンデンサ９１に保持されている電荷が放電される。
【００５３】
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　次に第４のタイミングΦ４では、前記比較手段１０３の比較器１０４より出力される１
ビットデジタル信号が第４のタイミングΦ４の立ち上がり時にＤ型フリップフロップ１０
５にラッチされ、このラッチ信号が前記ＤＡ変換手段９４のＤＡ切替手段８７に入力され
る。この入力されたラッチ信号に応じて基準電圧８８，８９が切り替えられてコンデンサ
９１に入力され、ＤＡ変換手段９４より切り替えられた基準電圧に応じた電荷が出力され
る。それとともに、入力切替手段８４ではＳＷ８５がＯＮになり、前記センサ素子３０の
第１のセンス電極３４より発生する電荷が出力される。さらに、積分手段１０２における
ＳＷ９５がＯＮになり、前記入力切替手段８４とＤＡ変換手段９４から出力される電荷が
積分回路９６に入力される。これにより第４のタイミングΦ４では、積分回路９６におけ
るコンデンサ９８に、図５（ａ）の斜線部で示される電荷量とＤＡ変換手段９４より出力
される電荷量の総和が積分されて保持されることになる。
【００５４】
　上記した第３のタイミングΦ３および第４のタイミングΦ４での以上の動作によりセン
サ素子３０の第１のセンス電極３４から出力される振幅値の半分に相当する電荷量がΣΔ
変調されることになる。
【００５５】
　また、第３のタイミングΦ３および第４のタイミングΦ４での動作と同様に、第５のタ
イミングΦ５および第６のタイミングΦ６では、センサ素子３０の第２のセンス電極３５
から出力される振幅値の半分に相当する電荷量がΣΔ変調される。
【００５６】
　以上の動作により、センサ素子３０における一対のセンス電極３４，３５から出力され
る電荷の振幅幅の半分に相当する電荷量が一つのＡＤ変換器８２によりΣΔ変調されて一
対の１ビットデジタル信号として上記タイミングで出力されることになる。
【００５７】
　そしてまた、センサ素子３０における一対のセンス電極３４，３５から出力される電荷
は、角速度によるコリオリ力で発生する、モニタ電極３３に発生する信号より位相が９０
度進んだセンス信号だけでなく、モニタ信号と同相の不要信号があるため、センサ素子３
０における一対のセンス電極３４，３５からセンス信号と不要信号の合成信号が出力され
る場合について説明する。角速度によるコリオリ力で発生するセンス信号は、図５（ａ）
（ｂ）で示され、そして上記で説明した通り、第４のタイミングΦ４と第６のタイミング
Φ６で、積分回路９６により図５（ａ）（ｂ）の斜線部で示される電荷量、つまり、振幅
値の半分に相当する電荷量が積分されることになる。さらに、センス電極３４，３５より
発生する不要信号は図５（ｃ）（ｄ）で示され、そして前記センス信号と同様に第４のタ
イミングΦ４と第６のタイミングΦ６で、図５（ｃ）（ｄ）の斜線部で示される電荷量、
つまり、不要信号の振幅の最大値から最小値までの区間の電荷量が積分されるもので、こ
れは振幅の中央値を基準に積分するとキャンセルされて“０”の電荷量となるものである
。つまり、第４のタイミングΦ４と第６のタイミングΦ６での積分手段１０２の動作によ
り、不要信号がキャンセルされてセンス信号の振幅に応じた電荷量が積分される、いわゆ
る同期検波処理が一対の入力信号のそれぞれに対し実施されることになる。よって、上記
不要信号のない場合の動作の説明と同様に、前記ＡＤ変換器８２からは同期検波処理され
た信号がΣΔ変調され、１ビットデジタル信号に変換されて出力されることになる。
【００５８】
　次に、演算手段８３について、その動作を説明する。まず、第４のタイミングΦ４で、
前記ＡＤ変換器８２の比較手段１０３における比較器１０４より出力される１ビットデジ
タル信号が、ラッチ回路１０６のＤ型フリップフロップ１０７にラッチされる。また、第
６のタイミングΦ６で、前記ＡＤ変換器８２の比較手段１０３における比較器１０４より
出力される１ビットデジタル信号が、ラッチ回路１０６のＤ型フリップフロップ１０８に
ラッチされる。
【００５９】
　この一対のＤ型フリップフロップ１０７，１０８にラッチされた一対の１ビットデジタ
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ル信号は、上記で説明した通り、センサ素子３０における一対のセンス電極３４，３５よ
り出力された信号の不要信号を除いた振幅値の半分に相当する電荷量をそれぞれΣΔ変調
によりデジタル値に変換したものである。次に、前記ラッチ回路１０６が出力する一対の
１ビットデジタル信号が１ビット差分演算手段１０９に入力され、この一対の１ビットデ
ジタル信号の差が演算されて１ビット差分信号が出力される。ここで、第３のタイミング
Φ３での１ビット差分信号は、一つ前の同期における第４のタイミングΦ４、第６のタイ
ミングΦ６でラッチされた１ビットデジタル信号の差であり、この１ビット差分信号は、
図５（ａ）（ｂ）で示されるセンサ素子３０における一対のセンス電極３４，３５より出
力される信号の不要信号を除いた振幅値を表す記号となる。以上の動作により、センサ素
子３０における一対のセンス電極３４，３５から出力される正極性信号と負極性信号の関
係にある一対の入力信号が同じ１つの積分手段１０２を用いて積分されるため、２つの積
分回路で別々に積分を行う場合よりも個々の積分回路の特性による一対の入力信号の積分
結果の相対誤差への影響が大きく低減されるものである。これと同様に、ＤＡ変換手段９
４も一対の入力信号の信号処理に対し同じ１つのＤＡ変換手段を用いる構成となっている
。また、比較手段１０３でも一対の積分結果を同じ基準電圧と比較器を用いて比較を行う
ことにより、比較器の特性や基準電圧の変動の比較結果の相対誤差への影響が大きく低減
される。上記のように、一対の入力信号を同一の積分回路９６、ＤＡ変換手段９４、比較
手段１０３を用いて信号処理するようにしているため、複数の各手段を用いて信号処理し
た場合と比べて各手段の相対誤差の影響が大きく低減されるものである。
【００６０】
　さらに、一対の入力信号の差をとる１ビット差分演算は、比較手段１０３の出力信号が
“１”“０”からなる１ビット信号である場合、差分演算手段１０９に入力される一対の
比較信号が“００”“０１”“１０”“１１”の４種類に限られ、差をとった結果もそれ
ぞれ“０”“－１”“１”“０”と予め決まっていることを利用して、非常に簡単な回路
構成で入力信号に応じた減算処理を行った結果を得ることができる１ビットデジタル演算
である。
【００６１】
　次に、１ビット差分演算手段１０９が出力する１ビット差分信号が補正演算手段１１０
に入力され、この１ビット差分信号と所定の補正情報との補正演算が置換処理により行わ
れる。この補正演算は、上記したように、１ビット差分信号が“０”“１”“－１”の３
値に限られることを利用して、例えば所定の補正情報が“５”である場合に、補正演算手
段に入力される１ビット差分信号“０”“１”“－１”を、それぞれ“０”“５”“－５
”と置換処理することにより乗算を実現して信号の補正が可能となるものである。
【００６２】
　以上の条件でＰＬＬ回路１２１より出力される信号をもとに、タイミング生成回路１２
２は、ドライブ回路４１における入力切替手段４２、ＤＡ切替手段４９、ＳＷ５４、ＳＷ
５５、ＳＷ５６およびＤ型フリップフロップ６０の切替タイミングとなる第１のタイミン
グΦ１、第２のタイミングΦ２のタイミング信号を生成して出力する。また、タイミング
生成回路１２３は、図６に示すように、センス回路８１における入力切替手段８４、ＤＡ
切替手段８７、ＳＷ９２、ＳＷ９３、ＳＷ９５、ＳＷ１００、ＳＷ１０１およびＤ型フリ
ップフロップ１０５の切替タイミングとなる第３のタイミングΦ３、第４のタイミングΦ
４、第５のタイミングΦ５、第６のタイミングΦ６のタイミング信号を生成して出力する
ものである。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明に係る角速度センサは、周期性を有するジッタノイズが検波タイミングの位相誤
差として発生するということはなく、出力特性が安定している角速度センサを提供できる
という効果を有するものであり、特に航空機、車両などの移動体の姿勢制御やナビゲーシ
ョンシステム等に適用することにより有用となるものである。
【符号の説明】
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【００６４】
　３０　センサ素子
　３２　駆動電極
　３３　モニタ電極
　３４　第１のセンス電極
　３５　第２のセンス電極
　４１　ドライブ回路
　４６　フィルタ回路
　４７　ＡＧＣ回路
　４８　駆動回路
　６１　ＡＤ変換器
　８１　センス回路
　１２１　ＰＬＬ回路
　１２４　振幅判定回路
　１２６　位相監視手段
　１２８　タイミング切替手段
　１２９　電圧制御発振器
　１３４　定電圧出力器

【図１】 【図２】

【図３】
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