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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光部と、上記発光部からの光が到達し得る領域に一方向に並べて配置されている複数
の受光素子を有する受光部とを備え、上記受光素子に対応する所定の位置を通過するとき
に上記光が上記受光素子に入射する状態にする光オン部および上記受光素子に対応する所
定の位置を通過するときに上記光が上記受光素子に入射しない状態にする光オフ部を有す
ると共に上記一方向に移動するときに上記光オン部と光オフ部が上記所定の位置を交互に
通過する移動体の移動を検出する光学式エンコーダであり、
　上記受光部から、第１の受光信号と、上記第１の受光信号に対して位相が９０°ずれた
第２の受光信号と、上記第１の受光信号に対して位相が１８０°ずれた第３の受光信号と
、上記第１の受光信号に対して位相が２７０°ずれた第４の受光信号とが入力されると共
に上記第１の受光信号から上記第４の受光信号の各受光信号に対する信号処理によるゲー
ト遅延をバランスさせる信号処理部を備え、
　上記信号処理部は、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに１８０°異なる一対の受光信号が入
力されると共に位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号を出力する第１の比較器
と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに１８
０°異なる一対の受光信号が入力されると共に位相が互いに１８０°異なる正転信号と反
転信号を出力する第２の比較器と、
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　上記第１の比較器から上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力さ
れると共に位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号を出力する第１のＡＤ変換器と、
　上記第２の比較器から上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力さ
れると共に位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号を出力する第２のＡＤ変換器と、
　上記第１のＡＤ変換器が出力する上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号が入
力されると共に上記第２のＡＤ変換器が出力する上記位相が互いに１８０°異なる一対の
出力信号が入力され、かつ、上記第１のＡＤ変換器からの一対の出力信号と上記第２のＡ
Ｄ変換器からの一対の出力信号の各出力信号に対する論理演算回数が等しい論理演算部と
を有し、
　さらに、上記第１のＡＤ変換器は、
　上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力される差動対と定電流源
と１対のカレントミラー回路とからなるシュミット回路を構成すると共に上記一対の受光
信号に対応する正転相信号と反転相信号とを出力する第１のＡＤ変換部と、
　上記第１のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの一方の出力信号を出力すると共
に上記第１のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの他方の出力信号を出力する第１
の出力トランジスタ部とを有し、
　上記第２のＡＤ変換器は、
　上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力される差動対と定電流源
と１対のカレントミラー回路とからなるシュミット回路を構成すると共に上記一対の受光
信号に対応する正転相信号と反転相信号とを出力する第２のＡＤ変換部と、
　上記第２のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの一方の出力信号を出力すると共
に上記第２のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの他方の出力信号を出力する第２
の出力トランジスタ部とを有することを特徴とする光学式エンコーダ。
【請求項２】
　請求項１に記載の光学式エンコーダにおいて、
　上記信号処理部が有する上記論理演算部は、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の論理積回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器
を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の論理積回
路と、
　上記第１の論理積回路の出力信号と上記第２の論理積回路の出力信号とが入力される論
理和回路とを備えることを特徴とする光学式エンコーダ。
【請求項３】
　請求項１に記載の光学式エンコーダにおいて、
　上記信号処理部が有する上記論理演算部は、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の否定論理和回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器
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を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の否定論理
和回路と、
　上記第１の否定論理和回路の出力信号と上記第２の否定論理和回路の出力信号とが入力
される否定論理和回路とを備えることを特徴とする光学式エンコーダ。
【請求項４】
　請求項１に記載の光学式エンコーダにおいて、
　上記信号処理部が有する上記論理演算部は、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の論理和回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器
を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の論理和回
路と、
　上記第１の論理和回路の出力信号と上記第２の論理和回路の出力信号とが入力される論
理積回路とを備えることを特徴とする光学式エンコーダ。
【請求項５】
　請求項１に記載の光学式エンコーダにおいて、
　上記信号処理部が有する上記論理演算部は、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の否定論理積回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器
を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の否定論理
積回路と、
　上記第１の否定論理積回路の出力信号と上記第２の否定論理積回路の出力信号とが入力
される否定論理積回路とを備えることを特徴とする光学式エンコーダ。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一つの請求項に記載の光学式エンコーダを備えた電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、受光素子を用いて移動体の位置,移動速度,移動方向等を検出する光学式エ
ンコーダに関し、特に、複写機,プリンターなどの印刷機器,ＦＡ(ファクトリ・オートメ
ーション)機器等に用いると好適である光学式エンコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１(特開平１－１３６０１９号公報)では、９０度の位相差を有するパル
ス信号を排他的論理和回路に入力して従来の２倍の分解能を得ることができるエンコーダ
が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２(特開平１－１５６６２１号公報)では、４個の４５°位相の異なる信
号を排他的論理回路に入力して９０°位相の異なる２信号を得る光学式エンコーダが開示
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されている。
【０００４】
　また、特許文献３(特開平３－３７５１８号公報)では、９０°位相の異なる信号の排他
的論理和から得られる信号をシフトレジスタのクロックとして入力すると共に、元の９０
°位相の異なる信号の一方をデータ入力として得られる信号を用いて回転体の正転,逆転
を読み取るエンコーダが開示されている。
【０００５】
　また、特許文献４(実開平７－１２９２４号公報)では、２ｎ個の光センサ出力から２ｎ

－１個の矩形波信号を作って解像度を２倍にするエンコーダが開示されている。
【０００６】
　また、特許文献５(特開２００７－４０９５９号公報)では、移動体スリットに対し、細
分化された受光素子から得られる位相の異なる複数の信号に対して排他的論理和をとって
、移動体によるオンオフ周波数よりも高い周波数の信号を出力するエンコーダが開示され
ている。
【０００７】
　ところで、エンコーダにおいて、一般的に、特許文献１,２に示されるように、排他的
論理和回路を用いて、９０°位相差を有するパルス信号から２倍の分解能を得ることがで
きるが知られている。
【０００８】
　しかし、このような２つのパルス信号の排他的論理和を取る場合、論理回路内で必ず１
ゲート分の遅延が発生する。
【０００９】
　通常の論理回路では、この遅延は誤差範囲内であるが、微小信号を取り扱う受光素子を
含む受光回路において、この１ゲート分の遅延により信号に対し入出力間のインピーダン
スに差が生じ、出力信号のデューティ比がばらつき、周期変動が大きくなって、２倍の分
解能によるメリットが得られないという問題がある。
【００１０】
　また、特許文献３では、排他的論理和から得られる信号と論理演算前の元の信号とを論
理的に組み合わせることで、さらにゲート遅延を伴い、誤動作を生じ易くなる。
【００１１】
　また、特許文献４,５では、受光素子から得られる反転相の信号を用いて、信号パルス
を生成しているものの、９０°位相差を有する２つのパルスを論理演算入力部に入力して
いることから、上記ゲート遅延が生じてしまう。
【特許文献１】特開平１－１３６０１９号公報
【特許文献２】特開平１－１５６６２１号公報
【特許文献３】特開平３－３７５１８号公報
【特許文献４】実開平７－１２９２４号公報
【特許文献５】特開２００７－４０９５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで、この発明の課題は、ゲート遅延に起因する位相差が信号間に生じることを回避
でき、デューティ精度、周期精度の優れた信号による移動体の検出が可能な光学式エンコ
ーダを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するため、この発明の光学式エンコーダは、発光部と、上記発光部から
の光が到達し得る領域に一方向に並べて配置されている複数の受光素子を有する受光部と
を備え、上記受光素子に対応する所定の位置を通過するときに上記光が上記受光素子に入
射する状態にする光オン部および上記受光素子に対応する所定の位置を通過するときに上
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記光が上記受光素子に入射しない状態にする光オフ部を有すると共に上記一方向に移動す
るときに上記光オン部と光オフ部が上記所定の位置を交互に通過する移動体の移動を検出
する光学式エンコーダであり、
　上記受光部から、第１の受光信号と、上記第１の受光信号に対して位相が９０°ずれた
第２の受光信号と、上記第１の受光信号に対して位相が１８０°ずれた第３の受光信号と
、上記第１の受光信号に対して位相が２７０°ずれた第４の受光信号とが入力されると共
に上記第１の受光信号から上記第４の受光信号の各受光信号に対する信号処理によるゲー
ト遅延をバランスさせる信号処理部を備え、
　上記信号処理部は、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに１８０°異なる一対の受光信号が入
力されると共に位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号を出力する第１の比較器
と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに１８
０°異なる一対の受光信号が入力されると共に位相が互いに１８０°異なる正転信号と反
転信号を出力する第２の比較器と、
　上記第１の比較器から上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力さ
れると共に位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号を出力する第１のＡＤ変換器と、
　上記第２の比較器から上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力さ
れると共に位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号を出力する第２のＡＤ変換器と、
　上記第１のＡＤ変換器が出力する上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号が入
力されると共に上記第２のＡＤ変換器が出力する上記位相が互いに１８０°異なる一対の
出力信号が入力され、かつ、上記第１のＡＤ変換器からの一対の出力信号と上記第２のＡ
Ｄ変換器からの一対の出力信号の各出力信号に対する論理演算回数が等しい論理演算部と
を有し、
　さらに、上記第１のＡＤ変換器は、
　上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力される差動対と定電流源
と１対のカレントミラー回路とからなるシュミット回路を構成すると共に上記一対の受光
信号に対応する正転相信号と反転相信号とを出力する第１のＡＤ変換部と、
　上記第１のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの一方の出力信号を出力すると共
に上記第１のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの他方の出力信号を出力する第１
の出力トランジスタ部とを有し、
　上記第２のＡＤ変換器は、
　上記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力される差動対と定電流源
と１対のカレントミラー回路とからなるシュミット回路を構成すると共に上記一対の受光
信号に対応する正転相信号と反転相信号とを出力する第２のＡＤ変換部と、
　上記第２のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの一方の出力信号を出力すると共
に上記第２のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて
上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの他方の出力信号を出力する第２
の出力トランジスタ部とを有することを特徴としている。
【００１４】
　この発明の光学式エンコーダによれば、第１の受光信号に対して位相が１８０°ずれた
第３の受光信号、および、第２の受光信号に対して位相が１８０°ずれた第４の受光信号
が信号処理部に入力される。したがって、上記信号処理部は、上記第１の受光信号を反転
させるための否定回路が不要であると共に、上記第２の受光信号を反転させるための否定
回路が不要である。
【００１５】
　したがって、上記信号処理部は、上記第１から第４の各受光信号に対する信号処理によ
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るゲート遅延をバランスさせ、ゲート遅延に起因する位相差の発生を回避でき、デューテ
ィ精度、周期精度の優れた信号による移動体の検出が可能になる。
【００１６】
　また、一実施形態の光学式エンコーダでは、上記信号処理部が有する上記論理演算部は
、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の論理積回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器
を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の論理積回
路と、
　上記第１の論理積回路の出力信号と上記第２の論理積回路の出力信号とが入力される論
理和回路とを備える。
　また、一実施形態の光学式エンコーダでは、上記信号処理部が有する上記論理演算部は
、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の否定論理和回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器
を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の否定論理
和回路と、
　上記第１の否定論理和回路の出力信号と上記第２の否定論理和回路の出力信号とが入力
される否定論理和回路とを備える。
【００１７】
　上記実施形態の光学式エンコーダによれば、上記第１,第２の論理積回路(もしくは上記
第１,第２の否定論理和回路)は、入力された位相が互いに９０°異なる一対の受光信号か
ら、この受光信号の１周期内に１：３のデューティ比を持つ信号を生成する。この第１の
論理積回路(もしくは上記第１の否定論理和回路)が生成する１：３のデューティ比を持つ
信号と、上記第２の論理積回路(もしくは上記第２の否定論理和回路)が生成する１：３の
デューティ比を持つ信号とは、位相が１８０°異なっていると共に整合性が良い。
【００１８】
　そして、上記論理和回路(もしくは否定論理和回路)は、上記位相が１８０°異なってい
ると共に整合性が良い２つの信号の論理和(もしくは否定論理和)をとる。これにより、こ
の論理和回路(もしくは否定論理和回路)から、受光信号の２倍の周波数を有すると共にデ
ューティ精度、周期精度の優れた出力信号が得られる。
【００１９】
　また、一実施形態の光学式エンコーダでは、上記信号処理部が有する上記論理演算部は
、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の論理和回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器



(7) JP 4808197 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の論理和回
路と、
　上記第１の論理和回路の出力信号と上記第２の論理和回路の出力信号とが入力される論
理積回路とを備える。
　また、一実施形態の光学式エンコーダでは、上記信号処理部が有する上記論理演算部は
、
　上記第１から第４の受光信号のうち、位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうち
の一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器を経由して入力されると共に上
記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方の受光信号が上記第２の比較器
と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第１の否定論理積回路と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに９０
°異なる一対の受光信号のうちの一方の受光信号が上記第１の比較器と第１のＡＤ変換器
を経由して入力されると共に上記位相が互いに９０°異なる一対の受光信号のうちの他方
の受光信号が上記第２の比較器と第２のＡＤ変換器を経由して入力される第２の否定論理
積回路と、
　上記第１の否定論理積回路の出力信号と上記第２の否定論理積回路の出力信号とが入力
される否定論理積回路とを備える。
【００２０】
　上記実施形態の光学式エンコーダによれば、上記第１,第２の論理和回路(もしくは上記
第１,第２の否定論理積回路)は、入力された位相が互いに９０°異なる一対の受光信号か
ら、この受光信号の１周期内に１：３のデューティ比を持つ信号を生成する。この第１の
論理和回路(もしくは上記第１の否定論理積回路)が生成する１：３のデューティ比を持つ
信号と、上記第２の論理和回路(もしくは上記第２の否定論理積回路)が生成する１：３の
デューティ比を持つ信号とは、位相が１８０°異なっていると共に整合性が良い。
【００２１】
　そして、上記論理積回路(もしくは否定論理積回路)は、上記位相が１８０°異なってい
ると共に整合性が良い２つの信号の論理積(もしくは否定論理積)をとる。これにより、こ
の論理積回路(もしくは否定論理積回路)から、受光信号の２倍の周波数を有すると共にデ
ューティ精度、周期精度の優れた出力信号が得られる。
【００２２】
　また、本発明の光学式エンコーダでは、上記信号処理部は、上記第１から第４の受光信
号のうち、位相が互いに１８０°異なる一対の受光信号が入力される第１の比較器から上
記位相が互いに１８０°異なる正転信号と反転信号とが入力されると共に位相が互いに１
８０°異なる一対の出力信号を出力する第１のＡＤ変換器と、
　上記第１から第４の受光信号のうち、上記一対の受光信号とは別の、位相が互いに１８
０°異なる一対の受光信号が入力される第２の比較器から上記位相が互いに１８０°異な
る正転信号と反転信号とが入力されると共に位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号
を出力する第２のＡＤ変換器とを備える。
【００２３】
　本発明によれば、上記第１,第２のＡＤ変換器は、それぞれ、上記第１,第２の比較器か
ら入力された位相が互いに１８０°異なる一対の受光信号をＡＤ変換して、位相が互いに
１８０°異なる一対の出力信号を出力する。このように、各ＡＤ変換器により、１８０°
位相の異なる正相,逆相の２相の出力信号を一緒に取り出すことができ、両相の出力信号
間で遅延が生じることがない。そして、この第１のＡＤ変換器が出力する正相の出力信号
と第２のＡＤ変換器が出力する正相の出力信号とは位相が９０°ずれていると共に、上記
第１のＡＤ変換器が出力する逆相の出力信号と第２のＡＤ変換器が出力する逆相の出力信
号とは位相が９０°ずれている。よって、上記第１,第２のＡＤ変換器から、位相が正確
に９０°づつずれた４つの出力信号が得られる。
【００２４】
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　また、本発明の光学式エンコーダでは、上記第１のＡＤ変換器は、上記位相が互いに１
８０°異なる正転信号と反転信号とが入力される差動対と定電流源と１対のカレントミラ
ー回路とからなるシュミット回路を構成すると共に上記一対の受光信号に対応する正転相
信号と反転相信号とを出力する第１のＡＤ変換部と、上記第１のＡＤ変換部からの上記正
転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて上記位相が互いに１８０°異なる一対
の出力信号のうちの一方の出力信号を出力すると共に上記第１のＡＤ変換部からの上記正
転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づいて上記位相が互いに１８０°異なる一対
の出力信号のうちの他方の出力信号を出力する第１の出力トランジスタ部とを有し、
　上記第２のＡＤ変換器は、上記位相が互いに１８０°異なる一対の受光信号が入力され
る差動対と定電流源と１対のカレントミラー回路とからなるシュミット回路を構成すると
共に上記一対の受光信号に対応する正転相信号と反転相信号とを出力する第２のＡＤ変換
部と、上記第２のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づ
いて上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの一方の出力信号を出力する
と共に上記第２のＡＤ変換部からの上記正転相信号と上記反転相信号の両方の信号に基づ
いて上記位相が互いに１８０°異なる一対の出力信号のうちの他方の出力信号を出力する
第２の出力トランジスタ部とを有する。
【００２５】
　この実施形態によれば、上記第１,第２のＡＤ変換器において、正転相,反転相の両出力
信号に対して、出力トランジスタ部を共通化することで、正転相,反転相の両出力信号の
間でゲート遅延が生じないようにすることができる。
【００２６】
　また、本発明の光学式エンコーダでは、上記信号処理部は、上記第１のＡＤ変換器から
の一対の出力信号と上記第２のＡＤ変換器からの一対の出力信号の各出力信号に対する論
理演算回数が等しい論理演算部を有する。
【００２７】
　この発明によれば、上記信号処理部が有する論理演算部は、各受光信号に対する論理演
算回数が等しいので、各受光信号のゲート遅延差を解消できる。
【００２８】
　また、一実施形態の電子機器では、上記光学式エンコーダを備えた。
【００２９】
　この実施形態によれば、ゲート遅延に起因する位相差が信号間に生じることを回避でき
、高精度で移動体の移動を検出可能な光学式エンコーダを備えた信頼性が高い電子機器を
提供できる。
【発明の効果】
【００３０】
　この発明の光学式エンコーダによれば、第１の受光信号に対して位相が１８０°ずれた
第３の受光信号、および、第２の受光信号に対して位相が１８０°ずれた第４の受光信号
が信号処理部に入力される。したがって、上記信号処理部は、上記第１の受光信号を反転
させるための否定回路が不要であると共に、上記第２の受光信号を反転させるための否定
回路が不要である。
【００３１】
　したがって、上記信号処理部は、上記第１から第４の各受光信号に対する信号処理によ
るゲート遅延をバランスさせ、ゲート遅延に起因する位相差が信号間に発生することを回
避でき、デューティ精度、周期精度の優れた信号による移動体の検出が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００３３】
　　　(第１の実施の形態)
　図１に、この発明の光学式エンコーダの第１実施形態の概略構成を示す。この第１実施
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形態は、移動体１と受光部２と発光部３とを備える。上記発光部３は、ＬＥＤ(発光ダイ
オード)等の発光素子で構成されている。
【００３４】
　上記受光部３は、４個の受光素子１１～１４を有する。なお、より高分解能化のために
、８個,１６個等のより多数個の受光素子を配置した受光部３とすることも可能である。
また、移動体３は、矢印Ｘ１またはＸ２で示される方向に移動可能になっていて、移動方
向に交互に光オン部６と光オフ部７とが配列されている。この光オン部６の配列ピッチを
Ｐとすると、光オン部６および光オフ部７の移動方向の寸法(幅寸法)は(１/２)Ｐである
。上記光オン部６は発光部３からの光を受光部２側に通過させる一方、光オフ部７は発光
部３からの光を受光部２側に通過させない。なお、受光素子１１～１４はフォトダイオー
ドからなる。この実施形態では、各受光素子１１～１４の幅寸法を(１/４)Ｐとした。ま
た、各受光素子１１～１４は移動方向に間隔を隔てずに隣接している。
【００３５】
　上記受光素子１１が出力する受光信号Ａ＋、受光素子１２が出力する受光信号Ｂ－、受
光素子１３が出力する受光信号Ａ－、受光素子１４が出力する受光信号Ｂ＋は、信号処理
回路１５に入力される。上記受光信号Ａ＋、Ｂ＋、Ａ－、Ｂ－は、それぞれ、第１、第２
、第３、第４の受光信号をなす。
【００３６】
　上記信号処理回路１５は、図２Ａに示すように、第１,第２の受光信号としての受光信
号Ａ＋,Ｂ＋が入力される論理和回路２１と、第３,第４の受光信号としての受光信号Ａ－
,Ｂ－が入力される論理和回路２２と、論理和回路２１の出力信号Ｃと論理和回路２２の
出力信号Ｄが入力される論理積回路２３を有する。
【００３７】
　図４Ａに、上記受光信号Ａ＋,Ｂ＋,Ａ－,Ｂ－の信号波形を示す。図４Ａに示すように
、受光信号Ｂ＋は受光信号Ａ＋に対して位相が９０°遅れており、受光信号Ａ－は受光信
号Ａ＋に対して位相が１８０°遅れている。また、受光信号Ｂ－は受光信号Ａ＋に対して
位相が２７０°遅れている。
【００３８】
　そして、上記論理和回路２１は、受光信号Ａ＋とＢ＋の論理和を演算して、図４Ａに示
す信号波形の出力信号Ｃを出力する。また、上記論理和回路２２は、受光信号Ａ－とＢ－
の論理和を演算して、図４Ａに示す信号波形の出力信号Ｄを出力する。そして、上記論理
積回路２３は、上記出力信号Ｃと出力信号Ｄの論理積を演算して、図４Ａに示す信号波形
の出力信号Ｅを出力する。
【００３９】
　この実施形態によれば、受光信号Ａ＋に対して位相が１８０°ずれた受光信号Ａ－、お
よび、受光信号Ｂ＋に対して位相が１８０°ずれた受光信号Ｂ－が信号処理回路１５の論
理和回路２２に入力される。したがって、上記信号処理回路１５は、受光信号Ａ＋を反転
させるための否定回路が不要であると共に、受光信号Ｂ＋を反転させるための否定回路が
不要である。
【００４０】
　したがって、上記信号処理回路１５では、各受光信号Ａ＋,Ｂ＋,Ａ－,Ｂ－に対する信
号処理によるゲート遅延をバランスさせ、ゲート遅延に起因する位相差の発生を回避でき
、受光信号の２倍の周波数を有すると共にデューティ精度,周期精度の優れた出力信号Ｅ
による移動体の検出が可能になる。
【００４１】
　尚、上記第１実施形態において、第１の論理和回路２１,第２の論理和回路２２,論理積
回路２３に替えて、第１の否定論理積回路,第２の否定論理積回路,否定論理積回路を備え
てもよい。
【００４２】
　　　(第２の実施の形態)
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　次に、図２Ｂに、この発明の光学式エンコーダの第２実施形態が備える信号処理回路の
構成を示す。この第２実施形態は、前述の第１実施形態の図２Ａに示す信号処理回路に替
えて、図２Ｂに示す信号処理回路を備えた点だけが、前述の第１実施形態と異なる。よっ
て、この第２実施形態では、前述の第１実施形態と異なる点を主に説明する。
【００４３】
　この第２実施形態が備える信号処理回路は、図２Ｂに示すように、第１の論理積回路２
６と第２の論理積回路２７と論理和回路２８とを有する。上記第１の論理積回路２６には
、位相が互いに９０°異なる受光信号Ａ＋と受光信号Ｂ＋とが入力される。また、上記第
２の論理積回路２７には位相が互いに９０°異なる受光信号Ａ－と受光信号Ｂ－とが入力
される。
【００４４】
　よって、第１の論理積回路２６は、上記受光信号Ａ＋と受光信号Ｂ＋との論理積を演算
して、図４Ｂの波形図に示される信号波形の出力信号Ｃを出力し、第２の論理積回路２７
は、上記受光信号Ａ－と受光信号Ｂ－との論理積を演算して、図４Ｂの波形図に示される
信号波形の出力信号Ｄを出力する。そして、論理和回路２８は、第１の論理積回路２６か
らの出力信号Ｃと第２の論理積回路２７からの出力信号Ｄとの論理和を演算して、図４Ｂ
の波形図に示される信号波形の出力信号Ｅを出力する。
【００４５】
　この第２実施形態によれば、受光信号Ａ＋に対して位相が１８０°ずれた受光信号Ａ－
、および、受光信号Ｂ＋に対して位相が１８０°ずれた受光信号Ｂ－が論理積回路２７に
入力される。したがって、上記信号処理回路は、受光信号Ａ＋を反転させるための否定回
路が不要であると共に、受光信号Ｂ＋を反転させるための否定回路が不要である。したが
って、上記信号処理回路では、各受光信号Ａ＋,Ｂ＋,Ａ－,Ｂ－に対する信号処理による
ゲート遅延をバランスさせ、ゲート遅延による位相差の発生を回避でき、受光信号の２倍
の周波数を有すると共に、デューティ精度、周期精度の優れた出力信号Ｅによる移動体の
検出が可能になる。
【００４６】
　尚、上記第２実施形態において、第１の論理積回路２６,第２の論理積回路２７,論理和
回路２８に替えて、第１の否定論理和回路,第２の否定論理和回路,否定論理和回路を備え
てもよい。
【００４７】
　　　(第１の比較例)
　次に、上記第１,第２実施形態に対する第１の比較例を説明する。この第１の比較例は
、図３Ａに示す構成の信号処理回路を備える点と、この信号処理回路には受光素子１１か
らの受光信号Ａ＋と受光素子１４からの受光信号Ｂ＋とが入力される点が前述の第１,第
２実施形態と異なる。
【００４８】
　この第１比較例が有する信号処理回路は、図３Ａに示すように、受光信号Ａ＋はインバ
ータ３１を経由して論理積回路３３に入力され、受光信号Ｂ＋は直接に論理積回路３３に
入力される。よって、論理積回路３３は、受光信号Ａ＋が反転した信号と受光信号Ｂ＋と
の論理積を演算して、図４Ｄの波形図に示す信号波形の出力信号Ｃを出力する。一方、論
理積回路３５には、受光信号Ａ＋がそのまま入力されると共に受光信号Ｂ＋はインバータ
３２を経由して入力される。よって、論理積回路３５は、受光信号Ａ＋と受光信号Ｂ＋が
反転した信号との論理積を演算して、図４Ｄの波形図に示す信号波形の出力信号Ｄを出力
する。
【００４９】
　そして、論理積回路３３,３５の出力信号Ｃ,Ｄは、論理和回路３６に入力され、両出力
信号Ｃ,Ｄの論理和が演算されて図４Ｄの波形図に示す信号波形の出力信号Ｅが論理和回
路３６から出力される。この論理和回路３６の出力信号Ｅは、受光信号Ａ＋,Ｂ＋の２倍
の周波数であるものの、論理積回路３３,３５に入力される２つの受光信号のうちの一方
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の受光信号はインバータを介して入力されている。このため、論理積回路３３,３５への
入力信号にゲート遅延による位相差が発生して、論理積回路３３,３５が出力する出力信
号Ｃ,Ｄの間のバランスが悪くなる。その結果、論理和回路３６の出力信号Ｅは、図４Ｄ
に示す(1),(2),(3),(4)の各箇所で周期変動が生じ易くなって、出力信号Ｅの精度(デュー
ティ精度,周期精度)が前述の第１,第２実施形態に比べて悪くなる。
【００５０】
　　　(第２の比較例)
　次に、上記第１,第２実施形態に対する第２の比較例を説明する。この第２の比較例は
、図３Ｂに示す構成の信号処理回路を備える点と、この信号処理回路には受光素子１１か
らの受光信号Ａ＋と受光素子１４からの受光信号Ｂ＋とが入力される点が前述の第１,第
２実施形態と異なる。
【００５１】
　この第２比較例が有する信号処理回路は、図３Ｂに示すように、受光信号Ａ＋および受
光信号Ｂ＋がインバータを経由せずに論理和回路４１と論理積回路４２に直接入力される
。よって、論理和回路４１は、受光信号Ａ＋と受光信号Ｂ＋との論理和を演算して、図４
Ｃの波形図に示す信号波形の出力信号Ｃを論理積回路４４に出力する。一方、論理積回路
４２が受光信号Ａ＋と受光信号Ｂ＋との論理積を演算して出力した信号はインバータ４３
で反転されて、図４Ｃの波形図に示す信号波形の出力信号Ｄが論理積回路４４に入力され
る。
【００５２】
　よって、論理積回路４４は、両出力信号Ｃ,Ｄの論理積を演算して図４Ｃの波形図に示
す信号波形の出力信号Ｅを出力する。この論理積回路４４の出力信号Ｅは、受光信号Ａ＋
,Ｂ＋の２倍の周波数であるものの、論理積回路４２の出力信号はインバータ４３を経由
して論理積回路４４に入力される。このため、出力信号Ｃ,Ｄ間にゲート遅延による位相
差が発生し、出力信号ＣとＤの信号バランスが悪くなり、最終の出力信号Ｅにおいて、図
４Ｃに示す信号波形Ｅの箇所(1)を起点とすると箇所(2)では周期変動が生じ難いものの、
箇所(3),(4)では周期変動が大きくなり、エンコーダ信号としての精度が前述の第１,第２
実施形態に比べて悪くなる。
【００５３】
　　　(信号処理回路の詳細説明)
　次に、図５を参照して、前述の第１実施形態が備える信号処理回路１５の構成の一例を
より詳細に説明する。図５は、上記受光部３が有する４個の受光素子１１～１４と図２Ａ
に示した論理演算回路との間に上記信号処理回路１５が有する回路構成を示している。
【００５４】
　図５に示すように、この信号処理回路１５は、受光素子１１,１３に接続された第１,第
２の電流電圧変換部５１,５２と、受光素子１２,１４に接続された第３,第４の電流電圧
変換部５３,５４とを有する。各電流電圧変換部５１,５２,５３,５４は抵抗と比較器とで
構成されている。
【００５５】
　上記第１,第２の電流電圧変換部５１,５２の出力は比較器５５に接続され、この比較器
５５は第１のＡＤ変換器５６に接続されている。また、上記第３,第４の電流電圧変換部
５３,５４の出力は比較器６１に接続され、この比較器６１は第２のＡＤ変換器６２に接
続されている。
【００５６】
　したがって、受光素子１１が出力する受光信号Ａ＋,受光素子１３が出力する受光信号
Ａ－は、上記第１,第２の電流電圧変換部５１,５２で電圧に変換されて比較器５５で比較
され、この比較器５５は正転信号および反転信号を第１のＡＤ変換器５６に出力する。一
方、受光素子１２が出力する受光信号Ｂ－,受光素子１４が出力する受光信号Ｂ＋は、上
記第３,第４の電流電圧変換部５３,５４で電圧に変換されて比較器６１で比較され、この
比較器６１は正転信号および反転信号を第２のＡＤ変換器６２に出力する。
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【００５７】
　そして、上記第１のＡＤ変換器５６は、比較器５５から入力された上記正転信号および
反転信号をデジタル信号に変換して、デジタル化された受光信号Ａ＋,Ａ－を出力する。
このデジタル化された受光信号Ａ＋,Ａ－は、図２Ａの論理和回路２１,２２に入力される
。一方、上記第２のＡＤ変換器６２は、比較器６１から入力された上記正転信号および反
転信号をデジタル信号に変換して、デジタル化された受光信号Ｂ＋,Ｂ－を出力する。こ
のデジタル化された受光信号Ｂ＋,Ｂ－は、図２Ａの論理和回路２１,２２に入力される。
【００５８】
　この信号処理回路１５では、入力された位相が互いに１８０°異なる一対の受光信号Ａ
＋,Ａ－とＢ＋,Ｂ－を電圧変換し、比較器５５と６１で比較して得た正転信号,反転信号
を第１,第２のＡＤ変換器５６,６２でＡＤ変換して、位相が互いに１８０°異なる二対の
デジタル信号Ａ＋,Ａ－とＢ＋,Ｂ－を出力する。
【００５９】
　このように、各ＡＤ変換器５６,６２により、１８０°位相の異なる正相,逆相の２相の
デジタル信号を一緒に取り出すことができ、両相の出力信号間で全く遅延が生じることが
ない。そして、この第１のＡＤ変換器５６が出力する正相のデジタル信号Ａ＋と第２のＡ
Ｄ変換器６２が出力する正相のデジタル信号Ｂ＋とは位相が９０°ずれていると共に、上
記第１のＡＤ変換器５６が出力する逆相の出力信号Ａ－と第２のＡＤ変換器６２が出力す
る逆相の出力信号Ｂ－とは位相が９０°ずれている。よって、上記第１,第２のＡＤ変換
器５６,６２から、位相が正確に９０°ずつずれた４つの出力信号Ａ＋,Ｂ＋,Ａ－,Ｂ－が
得られる。
【００６０】
　なお、上述の説明では、図５に示した回路構成を第１実施形態の信号処理回路が備えて
いる場合を説明したが、第２実施形態の信号処理回路が図５に示した回路構成を備えても
よいことは勿論である。
【００６１】
　次に、図６に、上記第１のＡＤ変換器５６の回路構成の一例を示す。この第１のＡＤ変
換器５６は、上記比較器５５からの正転信号と反転信号が入力されるＡＤ変換部７１と、
出力トランジスタ駆動部７２Ａ,７２Ｂ、出力トランジスタ部７３Ａ,７３Ｂを有する。こ
の出力トランジスタ駆動部７２Ａ,７２Ｂが第１の駆動部を構成しており、上記出力トラ
ンジスタ部７３Ａ,７３Ｂが第１の出力トランジスタ部を構成している。
【００６２】
　この第１のＡＤ変換器５６では、上記ＡＤ変換部７１が出力する反転相信号が、出力ト
ランジスタ駆動部７２Ｂを経由して、出力トランジスタ部７３Ａのトランジスタ(1)と出
力トランジスタ部７３Ｂのトランジスタ(4)に入力される。また、上記ＡＤ変換部７１が
出力する正転相信号が、出力トランジスタ駆動部７２Ａを経由して、出力トランジスタ部
７３Ａのトランジスタ(3)と出力トランジスタ部７３Ｂのトランジスタ(2)に入力される。
【００６３】
　そして、出力トランジスタ部７３Ａでは、トランジスタ(1)の駆動電流を出力トランジ
スタ部７３Ａのカレントミラー回路７５Ａにて折り返し、トランジスタ(1)を流れる電流
からトランジスタ(3)を流れる電流を差し引いた電流差をトランジスタ(5)で取り出すこと
で、正転相出力信号Ａ＋を得る。一方、出力トランジスタ部７３Ｂでは、トランジスタ(2
)の駆動電流を出力トランジスタ部７３Ｂのカレントミラー回路７５Ｂにて折り返し、ト
ランジスタ(2)を流れる電流からトランジスタ(4)を流れる電流を差し引いた電流差をトラ
ンジスタ(6)で取り出すことで、反転相出力信号Ａ－を得る。
【００６４】
　このように、図６に示す回路構成のＡＤ変換器５６によれば、一対の出力信号Ａ＋,Ａ
－を出力する出力トランジスタ部７３Ａ,７３Ｂに対して出力トランジスタ駆動部７２Ａ,
７２Ｂを共用している。こうして、正転相,反転相の両出力信号Ａ＋,Ａ－に対して、駆動
部７２Ａ,７２Ｂを共通化することで、正転相,反転相の両出力信号Ａ＋,Ａ－の間でゲー
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ト遅延による位相差が生じないようにすることができる。
【００６５】
　なお、上述の説明では、上記第１のＡＤ変換器５６を図６に示す回路構成とした場合に
ついて説明したが、上記第２のＡＤ変換器６２を図６に示す回路構成としてもよい。
【００６６】
　　　(第３の実施の形態)
　次に、図７に、この発明の光学式エンコーダの第３実施形態が備える信号処理回路の構
成を示す。この第３実施形態は、前述の第１実施形態の図２Ａに示す信号処理回路に替え
て、図７に示す信号処理回路を備えた点だけが、前述の第１実施形態と異なる。よって、
この第３実施形態では、前述の第１実施形態と異なる点を主に説明する。
【００６７】
　この第３実施形態が備える信号処理回路は、図７に示すように、第１～第４のインバー
タ８１～８４と、第１,第２のインバータ８１,８２の出力が入力される第５のインバータ
８５と、第３,第４のインバータ８３,８４の出力が入力される第６のインバータ８６とを
有する。また、上記信号処理回路は、上記第５,第６のインバータ８５,８６の出力が入力
される第７のインバータ８７と、この第７のインバータ８７の出力が入力される第８のイ
ンバータ８８を有する。
【００６８】
　さらに、この信号処理回路は、上記第１のインバータ８１の出力が入力される第９のイ
ンバータ９１と、この第９のインバータ９１の出力が入力される第１０のインバータ９２
と、この第１０のインバータ９２の出力が入力される第１１のインバータ９３を有する。
さらに、この信号処理回路は、上記第３のインバータ８３の出力が入力される第１２のイ
ンバータ９４と、この第１２のインバータ９４の出力が入力される第１３のインバータ９
５を有する。この第１３のインバータ９５の出力は、上記第７のインバータ８７と第８の
インバータ８８との接続点ＰＡに接続されている。
【００６９】
　この信号処理回路では、位相が互いに９０°異なる受光信号Ａ＋,Ｂ＋が上記第１,第２
のインバータ８１,８２に入力され、位相が互いに９０°異なる受光信号Ｂ－,Ａ－が上記
第３,第４のインバータ８３,８４に入力される。ここで、上記受光信号Ａ＋を、０°位相
差信号とすると、上記受光信号Ｂ＋,受光信号Ｂ－,受光信号Ａ－は、それぞれ、９０°位
相差信号,２７０°位相差信号,１８０°位相差信号となる。
【００７０】
　そして、この信号処理回路では、第１のインバータ８１は受光信号Ａ＋を反転させた信
号を出力し、第２のインバータ８２は受光信号Ｂ＋を反転させた信号を出力し、この受光
信号Ａ＋を反転させた信号と受光信号Ｂ＋を反転させた信号とが加えられて、第５のイン
バータ８５に入力される。これにより、この第５のインバータ８５は、図４Ｂに示す信号
波形Ｃに相当する信号を出力する。一方、上記第３のインバータ８３は受光信号Ｂ－を反
転させた信号を出力し、第４のインバータ８４は受光信号Ａ－を反転させた信号を出力し
、この受光信号Ｂ－を反転させた信号と受光信号Ａ－を反転させた信号とが加えられて、
第６のインバータ８６に入力される。これにより、この第６のインバータ８６は、図４Ｂ
に示す信号波形Ｄに相当する信号を出力する。
【００７１】
　したがって、上記第７のインバータ８７は、上記第５のインバータ８５からの上記信号
波形Ｃに相当する信号と上記第６のインバータ８６からの上記信号波形Ｄに相当する信号
とを加算した信号(図４Ｂの信号波形Ｅに相当する信号)を反転させた信号を接続点ＰＡに
出力する。
【００７２】
　一方、第３のインバータ８３は、受光信号Ｂ－を反転させた信号を第１２のインバータ
９４に入力し、この第１２のインバータ９４は第１３のインバータ９５に受光信号Ｂ－に
相当する信号を上記接続点ＰＡに出力する。したがって、この接続点ＰＡでの信号波形は
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、図４Ｂの信号波形Ｅに相当する信号を反転させた信号と受光信号Ｂ＋に相当する信号と
を加算した信号波形となり、この信号波形を反転させた信号波形を有する信号Ｊが、第８
のインバータ８８から出力される。この第８のインバータ８８から出力される信号Ｊは、
２５％－７５％のデューティ比を有する。
【００７３】
　また、第１のインバータ８１が出力する信号(受光信号Ａ＋を反転させた信号)は、順に
第９,第１０,第１１のインバータ９１,９２,９３を経由し、第１１のインバータ９３は、
受光信号Ａの信号波形に相当する信号波形の信号Ｋを出力する。この信号Ｋは、５０％－
５０％のデューティ比を有する。
【００７４】
　こうして、この第３実施形態では、周期が同じでデューティ比が異なる２つの出力信号
Ｊ,Ｋが得られる。さらに、この２つの出力信号Ｊ,Ｋは、いずれも、４段のインバータを
経由して得られた信号であるので、ゲート遅延による位相差が生じず、両信号間の整合性
を取ることができる。
【００７５】
　尚、上記第１,第２,第３実施形態のいずれかの光学式エンコーダを備えた電子機器(複
写機,プリンターなどの印刷機器,ＦＡ(ファクトリ・オートメーション)機器等)によれば
、ゲート遅延に起因する位相差が信号間に生じることを回避できて高精度で移動体の移動
を検出可能な信頼性の高い電子機器を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】この発明の光学式エンコーダの第１実施形態の概略構成を示すブロック図である
。
【図２Ａ】上記第１実施形態が有する信号処理回路１５の構成を示す図である。
【図２Ｂ】この発明の光学式エンコーダの第２実施形態が有する信号処理回路の構成を示
す図である。
【図３Ａ】上記第１,第２実施形態の比較例としての第１比較例の信号処理回路の構成を
示す図である。
【図３Ｂ】上記第１,第２実施形態の比較例としての第２比較例の信号処理回路の構成を
示す図である。
【図４Ａ】上記第１実施形態における各信号波形を示す波形図である。
【図４Ｂ】上記第２実施形態における各信号波形を示す波形図である。
【図４Ｃ】上記第２比較例における各信号波形を示す波形図である。
【図４Ｄ】上記第１比較例における各信号波形を示す波形図である。
【図５】上記信号処理回路の論理演算回路の前段の回路構成を示す図である。
【図６】上記信号処理回路が有するＡＤ変換器の回路構成の一例を示す図である。
【図７】この発明の光学式エンコーダの第３実施形態の信号処理回路を示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１　移動体
　２　受光部
　３　発光部
　６　光オン部
　７　光オフ部
　１１～１４　受光素子
　１５　信号処理回路
　２１、２２、２８　論理和回路
　２３、２６、２７　論理積回路
　５１～５４　電流電圧変換部
　５５、６１　比較器
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　５６、６２　ＡＤ変換器
　６２　第２のＡＤ変換器
　７１　ＡＤ変換部
　７２Ａ、７２Ｂ　出力トランジスタ駆動部
　７３Ａ、７３Ｂ　出力トランジスタ部
　７５Ａ、７５Ｂ　カレントミラー回路
　８１～８８、９１～９５　インバータ

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】 【図５】

【図６】 【図７】
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