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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
駆動電極と、センス電極と、モニタ電極とを有するセンサ素子と、このセンサ素子を所定
の振幅にて振動駆動させるドライブ回路と、前記センサ素子におけるセンス電極から出力
される信号を角速度出力信号に変換するセンス回路とを備え、前記ドライブ回路をセンサ
素子におけるモニタ電極から出力される信号をオン・オフする入力切替手段と、少なくと
も２つのレベルの電荷量を出力するＤＡ変換手段と、前記入力切替手段とＤＡ変換手段と
から出力される電荷を積分し、その積分値を保持する積分手段と、この積分手段から出力
される積分値を所定の値と比較する比較手段と、この比較手段の出力に応じて前記ＤＡ変
換手段の出力を切り替えるＤＡ切替手段と、前記比較手段からの出力電圧を入力されると
ともにノイズ信号を除去するデジタルバンドパスフィルタと、このデジタルバンドパスフ
ィルタの出力信号を入力されるＡＧＣ回路と、このＡＧＣ回路からの出力信号が入力され
る駆動回路とにより構成してなるΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサ。
【請求項２】
駆動電極と、センス電極と、モニタ電極とを有するセンサ素子と、このセンサ素子におけ
るモニタ電極から出力される信号をオン・オフする入力切替手段と、少なくとも２つのレ
ベルの電荷量を出力するＤＡ変換手段と、前記入力切替手段とＤＡ変換手段とから出力さ
れる電荷を積分し、その積分値を保持する積分手段と、この積分手段から出力される積分
値を所定の値と比較する比較手段と、この比較手段の出力に応じて前記ＤＡ変換手段の出
力を切り替えるＤＡ切替手段と、前記比較手段からの出力電圧を入力されるとともにノイ
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ズ信号を除去するデジタルバンドパスフィルタと、このデジタルバンドパスフィルタの出
力信号を入力されるＡＧＣ回路と、このＡＧＣ回路からの出力信号が入力される駆動回路
とにより構成され、前記センサ素子を所定の振幅にて振動駆動させるドライブ回路と、前
記センサ素子におけるセンス電極から出力される信号を角速度出力信号に変換するセンス
回路と、前記ドライブ回路におけるデジタルバンドパスフィルタが出力するモニタ信号を
逓倍してタイミング信号を生成して出力するタイミング制御回路と、クロック信号を出力
するクロックと、前記駆動回路におけるデジタルバンドパスフィルタから出力される出力
信号の振幅量を監視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に応じ
て、前記クロックから出力されるクロック信号またはタイミング制御回路から出力される
タイミング信号を切り替えて出力する切替スイッチを設けた角速度センサ。
【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ΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の複数の入力を扱うΣΔ型ＡＤ変換器について、以下、図面を参照しなが
ら説明する。
【０００３】
　図７は従来のΣΔ型ＡＤ変換器の回路図を示したもので、この図７において、１は入力
部で、この入力部１は第１の入力につながるコンデンサ２と、第２の入力につながるコン
デンサ３と、これらのコンデンサ２，３を切り替える入力切替手段４とで構成されている
。５はＤＡ変換手段で、このＤＡ変換手段５は、基準電圧６，７と、これらの基準電圧６
，７を切り替えることにより出力される電荷レベルを切り替えるＤＡ切替手段８とで構成
されている。９は積分手段で、この積分手段９は、前記入力部１とＤＡ変換手段５とから
出力される電荷が入力される演算増幅器１０と、入力された電荷を蓄積するコンデンサ１
１，１２と、これらのコンデンサ１１，１２を切り替える積分切替手段１３とで構成され
ている。
【０００４】
　１４は比較手段で、この比較手段１４は、前記積分手段９から出力される電圧と所定の
電圧とを比較する比較器１５と、この比較器１５から出力される比較信号を保持するＤフ
リップフロップ１６とで構成され、そしてこのＤフリップフロップ１６の出力が前記ＤＡ
切替手段８に入力され、前記ＤＡ変換手段５の出力レベルを切り替える。
【０００５】
　以上のように構成された従来のΣΔ型ＡＤ変換器について、次にその動作を説明する。
【０００６】
　前記入力部１と積分手段９は、第１の入力が選択された場合には、第１の入力に比例し
た電荷をコンデンサ２に充電し、そしてこの充電された電荷をコンデンサ１１へ転送する
。
【０００７】
　また、第２の入力が選択された場合には第２の入力に比例した電荷をコンデンサ３に充
放電し、そしてこの充放電された電荷をコンデンサ１２へ転送する。
【０００８】
　このように、入力信号の切り替えに応じて積分用のコンデンサ１１，１２を切り替える
ように動作するものであり、入力切替時のΣΔ型ＡＤ変換器による遅延を短縮し、入力信
号の数と同じ数のＡＤ変換器を配置する方法に比べ、回路規模を小さくすることができる
ものであった。
【０００９】
　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
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れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－２３７７０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記従来の構成においては、積分手段９を構成する演算増幅器１０に入
力される基準電圧やＤＡ変換手段５の基準電圧６，７が電源電圧変化や温度変化の影響に
より変動し、そしてΣΔ型ＡＤ変換器の出力信号がその影響をそのまま受けるため、ＡＤ
変換器の出力精度が劣化するという課題を有していた。
【００１２】
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、電源電圧変化や温度変化の影響により、Ｄ
Ａ変換手段、積分回路からの出力信号が変動するということはなく、出力特性が安定して
いるΣΔ型ＡＤ変換器およびそれを用いた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】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の構成を有するものである。
【００１４】
　本発明の請求項１に記載の発明は、駆動電極と、センス電極と、モニタ電極とを有する
センサ素子と、このセンサ素子を所定の振幅にて振動駆動させるドライブ回路と、前記セ
ンサ素子におけるセンス電極から出力される信号を角速度出力信号に変換するセンス回路
とを備え、前記ドライブ回路をセンサ素子におけるモニタ電極から出力される信号をオン
・オフする入力切替手段と、少なくとも２つのレベルの電荷量を出力するＤＡ変換手段と
、前記入力切替手段とＤＡ変換手段とから出力される電荷を積分し、その積分値を保持す
る積分手段と、この積分手段から出力される積分値を所定の値と比較する比較手段と、こ
の比較手段の出力に応じて前記ＤＡ変換手段の出力を切り替えるＤＡ切替手段と、前記比
較手段からの出力電圧を入力されるとともにノイズ信号を除去するデジタルバンドパスフ
ィルタと、このデジタルバンドパスフィルタの出力信号を入力されるＡＧＣ回路と、この
ＡＧＣ回路からの出力信号が入力される駆動回路とにより構成してなるΣΔ型ＡＤ変換器
を用いたもので、この構成によれば、ドライブ回路をセンサ素子におけるモニタ電極から
出力される信号をオン・オフする入力切替手段と、少なくとも２つのレベルの電荷量を出
力するＤＡ変換手段と、前記入力切替手段とＤＡ変換手段とから出力される電荷を積分し
、その積分値を保持する積分手段と、この積分手段から出力される積分値を所定の値と比
較する比較手段と、この比較手段の出力に応じて前記ＤＡ変換手段の出力を切り替えるＤ
Ａ切替手段と、前記比較手段からの出力電圧を入力されるとともにノイズ信号を除去する
デジタルバンドパスフィルタと、このデジタルバンドパスフィルタの出力信号を入力され
るＡＧＣ回路と、このＡＧＣ回路からの出力信号が入力される駆動回路とにより構成して
いるため、ドライブ回路の大部分をデジタル回路のみで構成することができることになり
、これにより、ドライブ回路の全てをアナログ回路で構成するよりもドライブ回路の体積
が小さくなるため、ドライブ回路を小型化することができるという作用効果を有するもの
である。
【００１５】
　本発明の請求項２に記載の発明は、駆動電極と、センス電極と、モニタ電極とを有する
センサ素子と、このセンサ素子におけるモニタ電極から出力される信号をオン・オフする
入力切替手段と、少なくとも２つのレベルの電荷量を出力するＤＡ変換手段と、前記入力
切替手段とＤＡ変換手段とから出力される電荷を積分し、その積分値を保持する積分手段
と、この積分手段から出力される積分値を所定の値と比較する比較手段と、この比較手段
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の出力に応じて前記ＤＡ変換手段の出力を切り替えるＤＡ切替手段と、前記比較手段から
の出力電圧を入力されるとともにノイズ信号を除去するデジタルバンドパスフィルタと、
このデジタルバンドパスフィルタの出力信号を入力されるＡＧＣ回路と、このＡＧＣ回路
からの出力信号が入力される駆動回路とにより構成され、前記センサ素子を所定の振幅に
て振動駆動させるドライブ回路と、前記センサ素子におけるセンス電極から出力される信
号を角速度出力信号に変換するセンス回路と、前記ドライブ回路におけるデジタルバンド
パスフィルタが出力するモニタ信号を逓倍してタイミング信号を生成して出力するタイミ
ング制御回路と、クロック信号を出力するクロックと、前記駆動回路におけるデジタルバ
ンドパスフィルタから出力される出力信号の振幅量を監視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に応じて、前記クロックから出力されるクロック信号また
はタイミング制御回路から出力されるタイミング信号を切り替えて出力する切替スイッチ
を設けたもので、この構成によれば、振幅判定回路からの出力信号に応じて、前記クロッ
クから出力されるクロック信号またはタイミング制御回路から出力されるタイミング信号
を切り替えて出力する切替スイッチを設けたため、ドライブ回路におけるデジタルバンド
パスフィルタから出力される出力信号の振幅量がＡＧＣ回路における目標振幅量以下であ
る場合にはクロック信号を入力切替手段とＤＡ変換手段の切替タイミングとして起動する
ことができるという作用効果を有するものである。
【発明の効果】
【００１６】
　ドライブ回路をセンサ素子におけるモニタ電極から出力される信号をオン・オフする入
力切替手段と、少なくとも２つのレベルの電荷量を出力するＤＡ変換手段と、前記入力切
替手段とＤＡ変換手段とから出力される電荷を積分し、その積分値を保持する積分手段と
、この積分手段から出力される積分値を所定の値と比較する比較手段と、この比較手段の
出力に応じて前記ＤＡ変換手段の出力を切り替えるＤＡ切替手段と、前記比較手段からの
出力電圧を入力されるとともにノイズ信号を除去するデジタルバンドパスフィルタと、こ
のデジタルバンドパスフィルタの出力信号を入力されるＡＧＣ回路と、このＡＧＣ回路か
らの出力信号が入力される駆動回路とにより構成しているため、ドライブ回路の大部分を
デジタル回路のみで構成することができることになり、これにより、ドライブ回路の全て
をアナログ回路で構成するよりもドライブ回路の体積が小さくなるため、ドライブ回路を
小型化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】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１におけるΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサの回路図
【図２】（ａ）～（ｆ）同角速度センサの動作状態を示す図
【図３】本発明の実施の形態２におけるΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサの回路図
【図４】（ａ）～（ｄ）同角速度センサの動作状態を示す図
【図５】本発明の実施の形態３におけるΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサの回路図
【図６】（ａ）～（ｃ）同角速度センサの動作状態を示す図
【図７】従来のΣΔ型ＡＤ変換器の回路図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１におけるΣΔ型ＡＤ変換器およびそれを用いた角速度セン
サについて、図面を参照しながら説明する。図１は本発明の実施の形態１におけるΣΔ型
ＡＤ変換器を用いた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
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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。３６は電荷増幅器で、こ
の電荷増幅器３６には前記センサ素子３０におけるモニタ電極３３が出力する電荷が入力
され、そしてこの入力された電荷を所定の倍率で電圧に変換するものである。３７はバン
ドパスフィルタで、このバンドパスフィルタ３７には前記電荷増幅器３６の出力が入力さ
れ、そして入力された信号のノイズ成分を除去してモニタ信号を出力するものである。３
８はＡＧＣ回路で、このＡＧＣ回路３８は半波整流平滑回路（図示せず）を有しているも
ので、前記バンドパスフィルタ３７の出力信号を半波整流して平滑したＤＣ信号を生成し
、このＤＣ信号をもとに前記バンドパスフィルタ３７の出力するモニタ信号を増幅あるい
は減衰させて出力するものである。３９は駆動回路で、この駆動回路３９には前記ＡＧＣ
回路３８の出力が入力され、前記センサ素子３０の駆動電極３２に駆動信号を出力するも
のである。そして、前記電荷増幅器３６、バンドパスフィルタ３７、ＡＧＣ回路３８およ
び駆動回路３９によりドライブ回路４０を構成している。
【００２０】
　４１はＰＬＬ回路で、このＰＬＬ回路４１は前記ドライブ回路４０におけるバンドパス
フィルタ３７が出力するモニタ信号を逓倍し、位相ノイズを時間的に積分し低減して出力
するものである。４２はタイミング生成回路で、このタイミング生成回路４２は前記ＰＬ
Ｌ回路４１から出力されるモニタ信号を逓倍した信号をもとに、モニタ信号の２周期間を
第１のタイミングФ１、第２のタイミングФ２、第３のタイミングФ３、第４のタイミン
グФ４に分割してこのタイミング信号を生成して出力するものである。そして、前記ＰＬ
Ｌ回路４１とタイミング生成回路４２とでタイミング制御回路４３を構成している。４４
は入力切替手段で、この入力切替手段４４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２のタイミングФ２で動作するアナログスイッチ４５（以下、Ｓ
Ｗと記す）と、第２のセンス電極３５と接続され前記第４のタイミングФ４で動作するア
ナログスイッチ４６とで構成されている。この構成により、入力切替手段４４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２のタイミングФ２また
は第４のタイミングФ４で切り替えて出力することになる。４７はＤＡ切替手段で、この
ＤＡ切替手段４７は、第１の基準電圧４９および第２の基準電圧５０を有し、そしてこの
第１の基準電圧４９と第２の基準電圧５０を所定の信号により切り替え、前記第２のタイ
ミングФ２では第１の基準電圧４９の信号を出力し、一方、第４のタイミングФ４では第
２の基準電圧５０の信号を出力するものである。５１はＤＡ出力手段で、このＤＡ出力手
段５１は前記ＤＡ切替手段４７の出力信号が入力されるコンデンサ５２と、このコンデン
サ５２の両端に接続され、かつ前記第１のタイミングФ１と第３のタイミングФ３で動作
してコンデンサ５２の電荷を放電するＳＷ５３，５４により構成されている。そして、前
記ＤＡ切替手段４７とＤＡ出力手段５１とでＤＡ変換手段４８を構成し、かつこのＤＡ変
換手段４８は第１のタイミングФ１と第３のタイミングФ３で前記コンデンサ５２の電荷
を放電し、さらに前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で前記ＤＡ切替手段
４７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。
【００２１】
　５５はＳＷで、このＳＷ５５には前記入力切替手段４４とＤＡ変換手段４８の出力が入
力され、前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で出力するものである。５６
は積分回路で、この積分回路５６には前記ＳＷ５５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の帰還に並列に接続される一対のコンデンサ５８，５９と
、このコンデンサ５８，５９に接続される一対のＳＷ６０，６１とにより構成されている
。また、ＳＷ６０は第１のタイミングФ１と第２のタイミングФ２で動作し、前記積分回
路５６への入力信号がコンデンサ５８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、ＳＷ６１は前記第３のタイミングФ３と第４のタイミングФ４で動作し、前記積
分回路５６への入力信号がコンデンサ５９に積分されて積分値が保持されることになる。
そして、前記ＳＷ５５と積分回路５６とで積分手段６２を構成し、かつこの積分手段６２
は、前記第１のタイミングФ１と第２のタイミングФ２でＳＷ５５の出力をコンデンサ５
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８に積分してその積分値を出力するとともに、前記第３のタイミングФ３と第４のタイミ
ングФ４でＳＷ５５の出力をコンデンサ５９に積分してその積分値を出力するものである
。
【００２２】
　６３は比較手段で、この比較手段６３には前記積分手段６２が出力する積分信号が入力
され、そしてこの積分信号と所定の値とを比較する比較器６４と、この比較器６４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６５とで構成されている。
また、前記Ｄ型フリップフロップ６５は前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ
４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４８のＤＡ切替手段４７に入力されて基準電圧４９
，５０を切り替えるものである。そして、前記入力切替手段４４、ＤＡ変換手段４８、積
分手段６２および比較手段６３によりΣΔ変調器６６を構成している。
【００２３】
　またこのΣΔ変調器６６は上記構成により、前記センサ素子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。
【００２４】
　６７はラッチ回路で、このラッチ回路６７には前記ΣΔ変調器６６の比較手段６３にお
ける比較器６４より出力される１ビットデジタル信号が入力され、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６８，６９により構成されている。また、
Ｄ型フリップフロップ６８は第２のタイミングФ２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６９は第４のタイミングФ４で前記１ビットデジ
タル信号をラッチするものである。７０は差分演算手段で、この差分演算手段７０は前記
ラッチ回路６７における一対のＤ型フリップフロップ６８，６９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７
０に入力される一対の１ビットデジタル信号が、“００”“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。７
１は補正演算手段で、この補正演算手段７１には前記差分演算手段７０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る。つまり、上記したように補正演算手段７１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。７２はデジタル
フィルタで、このデジタルフィルタ７２には前記補正演算手段７１より出力されるデジタ
ル差分信号が入力され、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６７、差分演算手段７０、補正演算手段７１およびデジタルフィル
タ７２により演算手段７３を構成している。また、この演算手段７３は、第２、第４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することになる。そしてまた、前記タイミング
制御回路４３とΣΔ変調器６６および演算手段７３によりセンス回路７４を構成している
。
【００２５】
　以上のように構成された本発明の実施の形態１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。
【００２６】
　前記センサ素子３０の駆動電極３２に交流電圧を加えると、前記振動体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に発生した電荷をドライブ回路４
０における電荷増幅器３６に入力し、正弦波形の出力電圧に変換する。そしてこの電荷増
幅器３６の出力電圧をバンドパスフィルタ３７に入力し、前記振動体３１の共振周波数の
みを抽出し、ノイズ成分を除去した図２（ａ）に示すような正弦波形を出力する。そして
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また、前記ドライブ回路４０におけるバンドパスフィルタ３７の出力信号をＡＧＣ回路３
８が有する半波整流平滑回路（図示せず）に入力することにより、ＤＣ信号に変換する。
そしてＡＧＣ回路３８はこのＤＣ信号が大の場合には前記ドライブ回路４０におけるバン
ドパスフィルタ３７の出力信号を減衰させるような信号を、一方、前記ＤＣ信号が小の場
合には前記ドライブ回路４０におけるバンドパスフィルタ３７の出力信号を増幅させるよ
うな信号を駆動回路３９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。さらに、前記センス回路７４におけるタイミング制御回路４３に、図２（
ａ）に示される正弦波信号が入力され、前記ＰＬＬ回路４１で逓倍した信号をもとにタイ
ミング生成回路４２により図２（ｂ）で示される第１のタイミングФ１、第２のタイミン
グФ２、第３のタイミングФ３、第４のタイミングФ４を形成する。そして、このタイミ
ング信号が前記ΣΔ変調器６６および演算手段７３に、ＳＷの切替およびラッチ回路のラ
ッチタイミングとして入力される。また、位相器で位相を９０度シフトさせた前記正弦波
信号を所定の基準電圧（図示せず）と比較する電圧コンパレータ（図示せず）に入力し、
そしてその出力をロジック回路（図示せず）に入力するようにした場合でも、前記タイミ
ング信号Φ１、Φ２、Φ３、Φ４を形成することは可能であるが、この場合、正弦波信号
の電圧ノイズおよび温度変化や電源変動による電圧ノイズが位相ノイズとして表れること
になる。この位相ノイズは、入力信号や積分切替手段を切り替えるタイミングノイズとし
て信号処理の精度に悪影響を与える要因となるが、前記ＰＬＬ回路４１を用いて時間的に
積分され位相ノイズが低減されたタイミング信号とすることにより、切替タイミングノイ
ズを低減し信号処理の精度を高めることができるものである。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、前記振動体３
１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３
０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２（ｃ）および図２（ｄ）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２（ｃ）および図２（ｄ）に示
す通り、正極性信号と負極性信号の関係にある。
【００２７】
　この場合におけるΣΔ変調器６６の動作を以下に説明する。このΣΔ変調器６６は第１
のタイミングФ１、第２のタイミングФ２、第３のタイミングФ３および第４のタイミン
グФ４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Ф１および第２のタイ
ミングФ２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３のタイミングФ３および第４のタ
イミングФ４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。
【００２８】
　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１のタイミングФ１
では、積分手段６２におけるコンデンサ５８と接続されているＳＷ６０がＯＮになり、こ
のコンデンサ５８に保持されている積分値が比較手段６３における比較器６４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４８におけるＳ
Ｗ５３と５４がＯＮになりコンデンサ５２に保持されている電荷が放電される。
【００２９】
　次に第２のタイミングФ２では、前記比較手段６３の比較器６４より出力される１ビッ
トデジタル信号が第２のタイミングФ２の立ち上がり時にＤ型フリップフロップ６５にラ
ッチされ、このラッチ信号が前記ＤＡ変換手段４８のＤＡ切替手段４７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４９，５０が切り替えられてコンデンサ５２に
入力され、ＤＡ変換手段４８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４４ではＳＷ４５がＯＮになり、前記センサ素子３０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６２におけるＳＷ５５がＯＮ
になり、前記入力切替手段４４とＤＡ変換手段４８から出力される電荷が積分回路５６に
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入力される。これにより第２のタイミングФ２では、積分回路５６におけるコンデンサ５
８に、図２（ｃ）の斜線部で示される電荷量とＤＡ変換手段４８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。
【００３０】
　上記した第１のタイミングФ１および第２のタイミングФ２での以上の動作によりセン
サ素子３０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、特に第１のタイミングФ１と第２のタイミングФ２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。
【００３１】
　また、第１のタイミングФ１および第２のタイミングФ２での動作と同様に、第３のタ
イミングФ３および第４のタイミングФ４では、センサ素子３０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、特に第３のタイミングФ３と第
４のタイミングФ４の信号の立ち上がり時に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。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値の半分に相当する電荷量が一つのΣΔ変調器６６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。
【００３２】
　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２（ｃ）
（ｄ）で示され、そして上記で説明した通り、第２のタイミングФ２と第４のタイミング
Ф４で、積分回路５６により図２（ｃ）（ｄ）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２（ｅ）（ｆ）で示され、そして前記センス信号と同様に第２のタ
イミングФ２と第４のタイミングФ４で、図２（ｅ）（ｆ）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２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４での積分手段６２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ΣΔ変調器６６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。
【００３３】
　以上の動作により、センサ素子３０における一対の出力信号を同期検波処理しながらΣ
Δ変調することが可能となるもので、このような同期検波された信号のデジタル値を、通
常のＩＶ変換回路、位相器、同期検波回路などのアナログ回路を必要とすることなく、ま
たこれらを用いた場合より非常に小さな回路規模で、つまり小型で、かつ低コストで得る
ことができるものである。
【００３４】
　次に、演算手段７３について、その動作を説明する。まず、第２のタイミングФ２で、
前記ΣΔ変調器６６の比較手段６３における比較器６４より出力される１ビットデジタル
信号が、ラッチ回路６７のＤ型フリップフロップ６８にラッチされる。また、第４のタイ
ミングФ４で、前記ΣΔ変調器６６の比較手段６３における比較器６４より出力される１
ビットデジタル信号が、ラッチ回路６７のＤ型フリップフロップ６９にラッチされる。
【００３５】
　この一対のＤ型フリップフロップ６８，６９にラッチされた一対の１ビットデジタル信
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
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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６７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７０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１のタイミングФ１での
１ビット差分信号は、一つ前の周期における第２のタイミングФ２、第４のタイミングФ
４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２（ｃ
）（ｄ）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信号となる。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６２を用いて積分されるため、２つの積分手段で別
々に積分を行う場合よりも個々の積分手段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４８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６３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手段、ＤＡ変換手段、比較手段を用いて信号処理
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。
【００３６】
　また、電源電圧変化や温度変化の影響による各手段における基準電圧変動等の影響も、
一対の入力信号に対して同様に加わるため、演算手段７３が有する１ビット差分演算手段
７０により一対の入力信号の信号処理結果の差を演算することにより、各手段における基
準電圧変動等の影響をキャンセルでき、これにより、精度良く一対の入力信号の差をＡＤ
変換できるという効果を有し、またそれと同時に、センサ素子３０における一対のセンス
電極３４，３５より出力されてΣΔ型ＡＤ変換器に入力される一対の入力信号が含んでい
る同相ノイズ成分やオフセット成分の影響もキャンセルでき、これにより、精度良く一対
の入力信号の差信号を形成できるという効果を有するものである。また、一対の入力信号
の差をとる１ビット差分演算とは、比較手段の出力信号が“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加減算を行う演算器を用いるこ
となく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
であり、このように減算処理を行った一対の入力信号を１つの差分信号とした後にΣΔＡ
Ｄ変換で通常必要となるデジタルフィルタによるローパスやデシメーション等の信号処理
を行う構成とすることにより、一対の入力信号をローパスやデシメーション等で信号処理
するデジタルフィルタを入力信号のそれぞれに用意し、そしてデジタルフィルタによりマ
ルチビット化した後にマルチビットの加減算を行える演算器を用いて差分演算処理する場
合に比べて、差分演算回路、デジタルフィルタなどの演算回路が非常に小さな回路規模で
、つまり小型で、かつ低コストで構成でき、かつ高精度な信号処理を実現できるという効
果を有するものである。
【００３７】
　次に、１ビット差分演算手段７０が出力する１ビット差分信号が補正演算手段７１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。
【００３８】
　これにより、前記センサ素子３０の製造バラツキなどに起因する角速度に対する感度の
バラツキや、温度変動によるセンサ素子１の感度変動を、適切な補正情報を設定すること
により補正することが可能となるものである。さらに、デジタルフィルタによりマルチビ
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ット信号に変換した後にマルチビット信号を乗算処理する乗算器を用意して乗算処理する
ことにより信号の補正を行う場合に比べて、非常に小さな回路規模で実現でき、さらにこ
の置換処理では有限語調によるデータの切捨てなどは存在せず、高精度な補正演算を実現
できる。その結果、センサ素子およびセンス回路の感度調整が、小型で、かつ低コストで
高精度を実現できるという効果が得られるものである。
【００３９】
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２におけるΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサについて
、図面を参照しながら説明する。図３は本発明の実施の形態２におけるΣΔ型ＡＤ変換器
を用いた角速度センサの回路図である。なお、前述した本発明の実施の形態１と同様の構
成を有するものについては、同一符号を付し、その説明は省略する。
【００４０】
　図３において、８１は入力切替手段で、この入力切替手段８１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、かつ前記第２のタイミングФ２で動作するＳＷ
８３と、前記第２のセンス電極３５と接続され、かつ前記第４のタイミングФ４で動作す
るＳＷ８２とで構成されている。この構成により、入力切替手段８１は、一対のセンス電
極３４，３５からの入力信号を第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で切り替え
て出力することになる。
【００４１】
　８４はＤＡ切替手段で、このＤＡ切替手段８４は、第１の基準電圧８６と第２の基準電
圧８７を有し、そしてこの第１の基準電圧８６と第２の基準電圧８７を所定の信号により
切り替え、前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で出力するものである。８
８はＤＡ出力手段で、このＤＡ出力手段８８は前記ＤＡ切替手段８４の出力信号が入力さ
れるコンデンサ８９と、このコンデンサ８９の両端に接続され、かつ前記第１のタイミン
グФ１と第３のタイミングФ３で動作してコンデンサ８９の電荷を放電するＳＷ９０，９
１とにより構成されている。そして、前記ＤＡ切替手段８４とＤＡ出力手段８８とでＤＡ
変換手段８５を構成し、かつこのＤＡ変換手段８５は第１のタイミングФ１と第３のタイ
ミングФ３で前記コンデンサ８９の電荷を放電し、さらに前記第２のタイミングФ２と第
４のタイミングФ４で前記ＤＡ切替手段８４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。
【００４２】
　９２はＳＷで、このＳＷ９２には前記入力切替手段８１とＤＡ変換手段８５の出力が入
力され、前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で出力するものである。９３
は積分回路で、この積分回路９３には前記ＳＷ９２の出力が入力されるもので、演算増幅
器９４と、この演算増幅器９４の帰還に並列に接続される一対のコンデンサ９５，９６と
、このコンデンサ９５，９６に接続される一対のＳＷ９７，９８とにより構成されている
。また、ＳＷ９７は第１のタイミングФ１と第２のタイミングФ２で動作し、前記積分回
路９３への入力信号がコンデンサ９５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、ＳＷ９８は前記第３のタイミングФ３と第４のタイミングФ４で動作し、前記積
分回路９３への入力信号がコンデンサ９６に積分されて積分値が保持されることになる。
そして、前記ＳＷ９２と積分回路９３とで積分手段９９を構成し、かつこの積分手段９９
は、前記第１のタイミングФ１と第２のタイミングФ２でＳＷ９２の出力をコンデンサ９
５に積分してその積分値を出力するとともに、前記第３のタイミングФ３と第４のタイミ
ングФ４でＳＷ９２の出力をコンデンサ９６に積分してその積分値を出力するものである
。
【００４３】
　１０１は入力切替手段で、この入力切替手段１０１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、かつ前記第４のタイミングФ４で動作するアナログスイ
ッチ１０３と、前記第２のセンス電極３５と接続され、かつ前記第２のタイミングФ２で
動作するＳＷ１０２とで構成されている。この構成により、入力切替手段１０１は、一対
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のセンス電極３４，３５からの入力信号を第４のタイミングФ４と第２のタイミングФ２
で切り替えて出力することになる。
【００４４】
　１０４はＤＡ切替手段で、このＤＡ切替手段１０４は、第１の基準電圧１０６と第２の
基準電圧１０７を有し、そしてこの第１の基準電圧１０６と第２の基準電圧１０７を所定
の信号により切り替え、前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で出力するも
のである。１０８はＤＡ出力手段で、このＤＡ出力手段１０８は前記ＤＡ切替手段１０４
の出力信号が入力されるコンデンサ１０９と、このコンデンサ１０９の両端に接続され、
かつ前記第１のタイミングФ１と第３のタイミングФ３で動作してコンデンサ１０９の電
荷を放電するＳＷ１１０，１１１とにより構成されている。そして、前記ＤＡ切替手段１
０４とＤＡ出力手段１０８とでＤＡ変換手段１０５を構成し、かつこのＤＡ変換手段１０
５は第１のタイミングФ１と第３のタイミングФ３で前記コンデンサ１０９の電荷を放電
し、さらに前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で前記ＤＡ切替手段１０４
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。
【００４５】
　１１２はＳＷで、このＳＷ１１２は前記入力切替手段１０１とＤＡ変換手段１０５の出
力が入力され、前記第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４で出力するものである
。１１３は積分回路で、この積分回路１１３には前記ＳＷ１１２の出力が入力されるもの
で、演算増幅器１１４と、この演算増幅器１１４の帰還に並列に接続される一対のコンデ
ンサ１１５，１１６と、このコンデンサ１１５，１１６に接続される一対のＳＷ１１７，
１１８とにより構成されている。また、ＳＷ１１７は第１のタイミングФ１と第２のタイ
ミングФ２で動作し、前記積分回路１１３への入力信号がコンデンサ１１５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、ＳＷ１１８は前記第３のタイミングФ３と
第４のタイミングФ４で動作し、前記積分回路１１３への入力信号がコンデンサ１１６に
積分されて積分値が保持されることになる。そして、前記ＳＷ１１２と積分回路１１３と
で積分手段１１９を構成し、かつこの積分手段１１９は、前記第１のタイミングФ１と第
２のタイミングФ２でＳＷ１１２の出力をコンデンサ１１５に積分してその積分値を出力
するとともに、前記第３のタイミングФ３と第４のタイミングФ４でＳＷ１１２の出力を
コンデンサ１１６に積分してその積分値を出力するものである。
【００４６】
　１２０は比較手段で、この比較手段１２０には前記積分手段９９，１１９が出力する積
分信号が入力され、そしてこの積分信号と所定の値とを比較する比較器１２１と、この比
較器１２１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１２２と
で構成されている。また、前記Ｄ型フリップフロップ１２２は前記第２のタイミングФ２
と第４のタイミングФ４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８５，１０５のＤＡ切替手段
８４，１０４に入力されて基準電圧８６，８７，１０６，１０７を切り替えるものである
。そして、前記入力切替手段８１，１０１、ＤＡ変換手段８５，１０５、積分手段９９，
１１９および比較手段１２０によりΣΔ変調器１２３を構成している。
【００４７】
　またこのΣΔ変調器１２３は上記構成により、前記センサ素子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。
【００４８】
　以上のように構成された本発明の実施の形態２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。
【００４９】
　まず、上記ΣΔ変調器１２３について、その動作を説明する。このΣΔ変調器１２３は
第１のタイミングФ１、第２のタイミングФ２、第３のタイミングФ３および第４のタイ
ミングФ４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Ф１および第２の
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タイミングФ２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
第１の入力切替手段８１と第１のＤＡ変換手段８５および第１の積分手段９９により積分
され、それと同時にセンサ素子３０におけるセンス電極３５から出力される負極性信号が
第２の入力切替手段１０１と第２のＤＡ変換手段１０５および第２の積分手段１１９によ
り積分される。そして、この第１の積分手段９９と第２の積分手段１１９が出力する一対
の積分値が、比較手段１２０の比較器１２１に入力されて比較され、その比較結果が１ビ
ットデジタル信号として出力される。そして、第２のタイミングФ２の立ち上がり時にお
いては、前記比較手段１２０の比較器１２１より出力される１ビットデジタル信号がＤ型
フリップフロップ１２２にラッチされ、このラッチ信号が前記ＤＡ変換手段８５，１０５
のＤＡ切替手段８４，１０４に入力される。このとき、第２のタイミングФ２の立ち上が
り時にΣΔ変調されて１ビットデジタル信号として出力される値は、正極性信号の出力す
る信号の振幅値から負極性信号の出力する信号の振幅値を減算した値となり、これは一対
のセンス電極３４，３５における出力の振幅の正の情報を意味し、これが演算手段７３の
Ｄ型フリップフロップ６８にラッチされる。
【００５０】
　また、第３のタイミングФ３および第４のタイミングФ４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第２の入力切替手段１０１と第２のＤＡ変換
手段１０５および第２の積分手段１１９により積分され、それと同時にセンサ素子３０に
おけるセンス電極３５から出力される負極性信号が第１の入力切替手段８１と第１のＤＡ
変換手段８５および第１の積分手段９９により積分される。そして、この第１の積分手段
９９と第２の積分手段１１９が出力する一対の積分値が、比較手段１２０の比較器１２１
に入力されて比較され、その比較結果が１ビットデジタル信号として出力される。そして
、第４のタイミングФ４の立ち上がり時においては、前記比較手段１２０の比較器１２１
より出力される１ビットデジタル信号がＤ型フリップフロップ１２２にラッチされ、この
ラッチ信号が前記ＤＡ変換手段８５，１０５のＤＡ切替手段８４，１０４に入力される。
このとき、第４のタイミングФ４の立ち上がり時にΣΔ変調されて１ビットデジタル信号
として出力される値は、負極性信号の出力する信号の振幅値から正極性信号の出力する信
号の振幅値を減算した値となり、これは一対のセンス電極３４，３５における出力の振幅
の負の情報を意味し、これが演算手段７３のＤ型フリップフロップ６９にラッチされる。
【００５１】
　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１のタイミングФ１
では、積分手段９９におけるコンデンサ９５と接続されているＳＷ９７がＯＮになり、こ
のコンデンサ９５に保持されている積分値が比較手段１２０における比較器１２１に入力
されると同時に、積分手段１１９におけるコンデンサ１１５と接続されているＳＷ１１７
がＯＮになり、このコンデンサ１１５に保持されている積分値が比較手段１２０における
比較器１２１に入力される。そして、この一対の積分値の比較結果が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８５，１０５におけるＳＷ９０，９１，１１０
，１１１がＯＮになり、コンデンサ８９，１０９に保持されている電荷が放電される。
【００５２】
　次に第２のタイミングФ２では、前記比較手段１２０の比較器１２１より出力される１
ビットデジタル信号が第２のタイミングФ２の立ち上がり時にＤ型フリップフロップ１２
２にラッチされ、このラッチ信号が前記ＤＡ変換手段８５，１０５のＤＡ切替手段８４，
１０４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８６，８７，１０６，
１０７が切り替えられてコンデンサ８９，１０９に入力され、ＤＡ変換手段８５，１０５
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８
１ではＳＷ８３がＯＮになり、前記センサ素子３０のセンス電極３４より発生する電荷が
出力され、一方、入力切替手段１０１ではＳＷ１０２がＯＮになり、前記センサ素子３０
のセンス電極３５より発生する電荷が出力される。さらに、積分手段９９，１１９におけ
るＳＷ９２，１１２がＯＮになり、前記入力切替手段８１とＤＡ変換手段８５から出力さ
れる電荷が積分回路９３に入力されるとともに、前記入力切替手段１０１とＤＡ変換手段
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１０５から出力される電荷が積分回路１１３に入力される。これにより第２のタイミング
Ф２では、積分回路９３におけるコンデンサ９５に、図４（ｃ）の第２のタイミングФ２
における斜線部で示される電荷量とＤＡ変換手段８５より出力される電荷量の総和が積分
されて保持されるとともに、積分回路１１３におけるコンデンサ１１５に、図４（ｄ）の
第２のタイミングФ２における斜線部で示される電荷量とＤＡ変換手段１０５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。
【００５３】
　上記した第１のタイミングФ１および第２のタイミングФ２での以上の動作によりセン
サ素子３０のセンス電極３４，３５から出力される振幅値の正の値に相当する電荷量がΣ
Δ変調され、特に第１のタイミングФ１と第２のタイミングФ２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。
【００５４】
　また、第１のタイミングФ１および第２のタイミングФ２での動作と同様に、第３のタ
イミングФ３および第４のタイミングФ４では、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値の負の値に相当する電荷量がΣΔ変調され、特
に第３のタイミングФ３と第４のタイミングФ４の信号の立ち上がり時に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。
【００５５】
　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
る電荷の振幅値の正・負に相当する電荷量が一つのΣΔ変調器１２３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。さらに、
正極性信号と負極性信号が同時に積分され、その差がΣΔ変調されることになるため、瞬
時の同相ノイズが除去されて出力される。さらにまた、前記第１のタイミングФ１・第２
のタイミングФ２および第３のタイミングФ３・第４のタイミングФ４の動作では２つの
積分手段およびＤＡ変換手段が正極性信号および負極性信号を切り替えて信号処理する動
作となっており、第２のタイミングФ２と第４のタイミングФ４の立ち上がりで出力され
る一対の１ビットデジタル信号には、２つの積分手段９９，１１９およびＤＡ変換手段８
５，１０５の基準電圧変動・オフセット変動などが同様に影響することになる。
【００５６】
　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
る場合については、本発明の実施の形態１と同様に、不要信号はキャンセルされ、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ΣΔ変調器１２３からは同期検波処理された信号がΣΔ変調され、かつ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。
【００５７】
　以上の動作により、センサ素子３０における一対の出力信号を同期検波処理しながらΣ
Δ変調することが可能となるもので、このような同期検波された信号のデジタル値を、通
常のＩＶ変換回路、位相器、同期検波回路などのアナログ回路を必要とすることなく、ま
たこれらを用いた場合より非常に小さな回路規模で、つまり小型で、かつ低コストで得る
ことができるものである。
【００５８】
　次に、演算手段７３について、その動作を説明する。まず、第２のタイミングФ２で、
前記ΣΔ変調器１２３の比較手段１２０における比較器１２１より出力される１ビットデ
ジタル信号が、ラッチ回路６７のＤ型フリップフロップ６８にラッチされる。また、第４
のタイミングФ４で、前記ΣΔ変調器１２３の比較手段１２０における比較器１２１より
出力される１ビットデジタル信号が、ラッチ回路６７のＤ型フリップフロップ６９にラッ
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チされる。
【００５９】
　この一対のＤ型フリップフロップ６８，６９にラッチされた一対の１ビットデジタル信
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正および負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。また、前記第１のタイミングФ１・第２のタ
イミングФ２および第３のタイミングФ３・第４のタイミングФ４では２つの積分手段お
よびＤＡ変換手段が正極性信号および負極性信号を切り替えて信号処理するようにしてお
り、そして電源電圧変化や温度変化の影響による各手段における基準電圧変動やオフセッ
ト変動等の影響も、一対の１ビットデジタル信号に対し同じ極性で加わっているため、演
算手段７３が有する１ビット差分演算手段７０により一対の入力信号の信号処理結果の差
を演算することにより、各手段における基準電圧変動等の影響をキャンセルでき、これに
より、精度良く一対の入力信号の差の２倍の値をデジタル値に変換できるという効果が得
られるものである。またそれと同時に、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、かつΣΔ型ＡＤ変換器に入力される一対の入力信号が含んでいる瞬時
の同相ノイズ成分やオフセット成分の影響もキャンセルできるため、精度良く一対の入力
信号の差の２倍の信号を形成できるという効果が得られるものである。
【００６０】
　（実施の形態３）
　以下、本発明の実施の形態３におけるΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサについて
、図面を参照しながら説明する。
【００６１】
　図５は本発明の実施の形態３におけるΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサの回路図
である。なお、前述した本発明の実施の形態１と同様の構成を有するものについては、同
一符号を付し、その説明は省略する。
【００６２】
　図５において、１３１はドライブ回路で、このドライブ回路１３１は入力切替手段１３
２、ＤＡ変換手段１３３、積分手段１３４、比較手段１３５、ＤＡ切替手段１３６、デジ
タルバンドパスフィルタ１３７、ＡＧＣ回路１３８および駆動回路１３９とで構成されて
いる。また、前記ドライブ回路１３１における入力切替手段１３２は、振動体３１におけ
るモニタ電極３３と接続され、第６のタイミングΦ６で動作するアナログスイッチで構成
されている。また、前記ドライブ回路１３１におけるＤＡ切替手段１３６は、第１の基準
電圧１４０および第２の基準電圧１４１を有し、そしてこの第１の基準電圧１４０と第２
の基準電圧１４１を所定の信号により切り替えている。第６のタイミングΦ６では第１の
基準電圧１４０の信号または第２の基準電圧１４１の信号を出力するものである。そして
また、前記ドライブ回路１３１にはＤＡ出力手段１４２を設けており、このＤＡ出力手段
１４２は前記ＤＡ切替手段１３６の出力信号が入力されるコンデンサ１４３と、このコン
デンサ１４３の両端に接続され、かつ前記第５のタイミングΦ５で動作してコンデンサ１
４３の電荷を放電するＳＷ１４４，１４５により構成されている。そして、前記ＤＡ切替
手段１３６とＤＡ出力手段１４２とでＤＡ変換手段１３３を構成し、かつこのＤＡ変換手
段１３３は第５のタイミングΦ５で前記コンデンサ１４３の電荷を放電し、さらに前記第
６のタイミングΦ６で前記ＤＡ切替手段１３６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。１４６はＳＷで、このＳＷ１４６には前記入力切替手段１３２とＤＡ変
換手段１３３の出力が入力され、前記第６のタイミングΦ６で出力するものである。
【００６３】
　１３４は積分手段で、この積分手段１３４には前記ＳＷ１４６の出力が入力されるもの
で、演算増幅器１４７と、この演算増幅器１４７の帰還に接続されるコンデンサ１４８と
により構成されている。そして、第６のタイミングΦ６で動作し、前記積分手段１３４へ
の入力信号がコンデンサ１４８により積分されて図６（ａ）に示すような積分値が保持さ
れることになる。そして、前記積分手段１３４は、前記第５のタイミングΦ５において、
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その積分値を出力するものである。１３５は比較手段で、この比較手段１３５には前記積
分手段１３４が出力する積分信号が入力され、そしてこの積分信号と所定の値とを比較す
る比較器１４９と、この比較器１４９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１５０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１５
０は前記第５のタイミングΦ５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１３３のＤＡ切替手段
１３６に入力されて、第１の基準電圧１４０と第２の基準電圧１４１とを切り替えるもの
である。そして、前記入力切替手段１３２、ＤＡ変換手段１３３、積分手段１３４および
比較手段１３５によりΣΔ変換器１５１を構成している。そしてこの比較手段１３５にお
けるＤ型フリップフロップ１５０からの出力電圧をバンドパスフィルタ１３７に入力し、
前記振動体３１の共振周波数のみを抽出し、ノイズ成分を除去した図６（ａ）に示すよう
な正弦波形を出力する。そしてまた、前記ドライブ回路１３１におけるデジタルバンドパ
スフィルタ１３７の出力信号をＡＧＣ回路１３８が有する半波整流平滑回路（図示せず）
に入力することにより、ＤＣ信号に変換する。そしてＡＧＣ回路１３８はこのＤＣ信号が
大の場合には前記ドライブ回路１３１におけるデジタルバンドパスフィルタ１３７の出力
信号を減衰させるような信号を、一方、前記ＤＣ信号が小の場合には前記ドライブ回路１
３１におけるデジタルバンドパスフィルタ１３７の出力信号を増幅させるような信号を駆
動回路１３９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。そして、タイミング制御回路４３に、図６（ｂ）に示される正弦波信号が入力され、
前記ＰＬＬ回路４１で逓倍した信号をもとにタイミング生成回路１５２により図６（ｃ）
で示される第５のタイミングФ５、第６のタイミングФ６を形成する。そして、このタイ
ミング信号が前記ドライブ回路１３１のΣΔ変換器１５１における入力切替手段１３２、
ＤＡ切替手段１３６、ＳＷ１４４、ＳＷ１４５およびＳＷ１４６の切替タイミングとして
入力される。
【００６４】
　１５３は第１のタイミング切替スイッチで、この第１のタイミング切替スイッチ１５３
はタイミング制御回路４３におけるタイミング生成回路１５２から第５のタイミングΦ５
の信号とクロック１５４のタイミング信号Φ５とが入力される。これと同様に、１５５は
第２のタイミング切替スイッチで、この第２のタイミング切替スイッチ１５５はタイミン
グ制御回路４３におけるタイミング生成回路１５２から前記第５のタイミングΦ５と逆位
相の関係である第６のタイミングΦ６信号とクロック１５４の第６のタイミング信号Φ６
とが入力される。また、１５６は振幅判定回路で、この振幅判定回路１５６には前記デジ
タルバンドパスフィルタ１３７の出力信号が入力され、そしてこの振幅判定回路１５６は
、デジタルバンドパスフィルタ１３７から出力される出力信号の振幅量を監視しており、
この振幅量がＡＧＣ回路１３８における目標振幅量の７５％以上である場合には、前述し
たように、タイミング制御回路４３におけるタイミング生成回路１５２の出力信号をクロ
ック信号として、ドライブ回路１３１における入力切替信号１３２、ＤＡ切替手段１３６
、ＳＷ１４４、ＳＷ１４５およびＳＷ１４６の切替タイミングとするように、第１のタイ
ミング切替スイッチ１５３および第２のタイミング切替スイッチ１５５を切り替えている
。一方、デジタルバンドパスフィルタ１３７から出力される出力信号の振幅量がＡＧＣ回
路１３８における目標振幅量の７５％以下である場合には、クロック１５４からの出力信
号をクロック信号として、ドライブ回路１３１における入力切替手段１３２、ＤＡ切替手
段１３６、ＳＷ１４４、ＳＷ１４５およびＳＷ１４６の切替タイミングとするように、第
１のタイミング切替スイッチ１５３および第２のタイミング切替スイッチ１５５を切り替
えている。
【００６５】
　上記したように本発明の実施の形態３においては、ドライブ回路１３１を振動体３１に
おけるモニタ電極３３から出力される信号をオン・オフする入力切替手段１３２と、少な
くとも２つのレベルの電荷量を出力するＤＡ変換手段１３３と、前記入力切替手段１３２
とＤＡ変換手段１３３とから出力される電荷を積分し、その積分値を保持する積分手段１
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３４と、この積分手段１３４から出力される積分値を所定の値と比較する比較手段１３５
と、この比較手段１３５の出力に応じてＤＡ変換手段１３３の出力を切り替えるＤＡ切替
手段１３６と、デジタルバンドパスフィルタ１３７と、ＡＧＣ回路１３８および駆動回路
１３９としたため、ドライブ回路１３１の大部分をデジタル回路のみで構成することがで
きることになり、これにより、ドライブ回路１３１の全てをアナログ回路で構成するより
もドライブ回路１３１の体積が小さくなるため、ドライブ回路１３１を小型化することが
できるという作用効果を有するものである。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明に係るΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサは、ドライブ回路を小型化するこ
とができるという効果を有し、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ΣΔ型ＡＤ変換器を用いた角速度センサに有用である。
【符号の説明】
【００６７】
　３０　センサ素子
　３２　駆動電極
　３３　モニタ電極
　３４，３５　センス電極
　４０，１３１　ドライブ回路
　４１　ＰＬＬ回路
　４３　タイミング制御回路
　４４，８１，１０１，１３２　入力切替手段
　４７，８４，１０４，１３６　ＤＡ切替手段
　４８，８５，１０５，１３３　ＤＡ変換手段
　６２，９９，１１９，１３４　積分手段
　６３，１３５　比較手段
　７０　差分演算手段
　７１　補正演算手段
　７３　演算手段
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