電流検出
クイック･リファレンス･ガイド

電流検出は、モータ制御、バッテリ･マネージメント、パワー･マ
ネージメントなど、多くの産業アプリケーションや車載アプリケー
ションにおいて重要な役割を担っています。STは、
シャント電流
検出用のオペアンプとオペアンプに内蔵された電流モニタに基
づき、
これらのアプリケーションに最適なソリューションを提供し
ています。

電流検出の仕組み

熱の発生
P = RI²

いています。
ごく小さな抵抗を電流経路に配置し、
リニアな電圧降下を増幅して高
精度に電流測定を行います。

Rsh

すべての抵抗器は発熱により電力損失を生じます。
この発熱による影響は、
シャント
抵抗にもある程度存在します。シャント抵抗を小さくすると発熱は最小限に抑えら アプリケーションを流れる電流
れますが、難点はより大きな増幅利得が必要になり、総合的な測定精度が低下する
ことです。
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STの電流検出ソリューションは、シャント抵抗とオームの法則の簡単な応用に基づ

シャントの位置
アプリケーションを流れる電流を測定する際は、シャント抵抗をいくつかの異
なる場所に配置することが可能です。それらの配置箇所に応じてそれぞれ長所
と短所があります。
ハイサイド：シャント抵抗を電源レールに配置します。
この場合、電流センサは
電源電圧に直接接続されるため、その最大入力コモンモード電圧は、電源電圧
に対応できるほど十分に高い必要があります。ハイサイド･シャント抵抗は、機
械的な理由やRF外部擾乱のため、
または他の電流がグランドへ流れるために
グランドを切断できないアプリケーションで使用されます。

ハイサイド

• 高コモンモード電圧
• 通常、電流モニタが必要

インライン

• 双方向で高コモンモード電圧が必要
• 高速の電圧過渡
• 電流を常に検出

ローサイド

• 非常にシンプル
• 低電圧オペアンプ
• GNDラインを切断

インライン：相電流検出とも呼ばれます。モータ制御アプリケーションではシャント抵抗をモータとともにインラインで配置できますが、
これには双方
向の電流検出モニタリングが必要です。
この方式には電流を常時検出できるという利点がありますが、Hブリッジのスイッチング動作により高速の電
圧過渡が発生し、デバイスはそのようなコモンモード電圧の変化に迅速に追従する必要があります。
ローサイド：この場合、
シャントはグランド･ライン上に配置されるため、
コモンモード電圧は0Vに近く、低電圧用のデバイスで十分です。
よりシンプル
で安価なオペアンプを使用できるため、広く採用されているソリューションです。
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シャントにおける損失（W）

シャント抵抗の値とサイズ
シャント値を選択する際は、
ダイナミック･レンジと電力損失のバランスを考慮します。シャント値が小さ
いほど損失は低減されますが、
より大きな増幅利得が必要になり、特定の利得帯域幅積（GBP）を持つデ
バイスでは、利得の増大に対応して応答速度が低下します。
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電流アンプの精度は、最終的なシャント値と電力損失に大きな影響を及ぼします。高精度なデバイスは、
より大きな利得で動作して、標準的なコンポーネントと同じ出力精度を維持しながら、
より小さなシャント
値の使用を可能にします。
極めて重要なシャントの値とサイズを計算するには、総合的な電流範囲を知る必要があります。電流範囲
は単方向の測定では単に最大電流になりますが、双方向の測定では、各方向の最大電流を合計する必要
があります。
この電流範囲と最大出力電圧および利得を考慮して、次の式によりシャントの最大値と電力
損失が得られます。
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Irange ∙ Gain

最終的なシャント値は、欠陥や誤差を考慮して、必ず理論値よりも小さくする必要があります。シャント値
を小さくすれば、過電流の測定や飽和防止のためにいくらかのマージンも得られます。
シャント抵抗の最
大電力損失は、
この計算値を上回る必要があります。
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注記：出力精度は同じ

オペアンプ

双方向電流モニタ

単方向電流モニタ

ST製品ポートフォリオ
TSC102

TSC101A
TSC101B
TSC101C

TSC888A
TSC888B
TSC888C

TSSOP8 SO8
検出範囲：2.8〜30V
利得：x20（調整可）

SOT23-5
検出範囲：2.8〜30V
利得：x20 x50 x100

SOT23-5
検出範囲：2.8〜24V
利得：x20 x50 x100

検出範囲：2.8〜30V
利得：x20 x50

TSC2010
TSC2011
TSC2012

TSC210
TSC211
TSC212

MiniSO8 SO8
検出範囲：-20〜70V
帯域幅：600kHz
利得：x20 x60 x100

TSV7721
TSV7722
シングル/デュアル
検出範囲：1.8〜5.5V
ロー･レール専用入力
Vio max：200µV
GBP typ：22MHz

TSC1021

TSC214
TSC215

TSC103
TSC1031
TSSOP8 SO8
検出範囲：2.9〜70V
AMR：-16〜75V
利得：x50 x100

TSC213

SC70-6 QFN10
検出範囲：-0.3〜26V
利得：x100 x75
Vio max：60µV

SC70-6 QFN10
検出範囲：-0.3〜26V
利得：x50
帯域幅：100kHz
Vio max：100µV

TSV791
TSV792

TSZ181
TSZ182

TSB7191A
TSB7192A

シングル/デュアル
検出範囲：2.2〜5.5V
Vio max：200µV
GBP typ：50MHz

シングル/デュアル
検出範囲：2.2〜5.5V
Vio max：35µV
GBP typ：3MHz

シングル/デュアル
検出範囲：2.7〜36V
Vio max：300µV
GBP typ：22MHz

SC70-6 QFN10
検出範囲：-0.3〜26V
利得：x200 x500 x1000
Vio max：35µV

オートモーティブ･グレード品が利用可能

広い温度範囲（-40〜+150°
C）
に対応

電流検出モニタとオペアンプの比較
入力コモンモード電圧が30Vに満たない多くのアプリケーションでは、双方向または単方向のどちらの電流検出が必要であるかにかかわらず、電流
検出モニタを選択するか、
それともオペアンプを選択するかは設計者の好みの問題です。
コモンモード電圧がオペアンプの最大動作電圧を上回るア
プリケーションでは、電流モニタを使用する必要があります。
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オペアンプ

電流検出モニタ

• 外付け部品が必要
• コモンモード電圧はVccに制限されるか、またはデバイスが
レール･ツー･レールでない場合はVccを下回る
• より複雑な設計
• • 追加のフィルタを実装可能
• • 任意の利得を設定可能
• • 実際の帯域幅の計算が必要
• • 設計 / 誤差計算はより難しい

• 外付け部品は不要（シャントを除く）
• コモンモードは通常、Vccを上回る
• 設計はシンプルだが、性能は調整不可
• 完全に指定された帯域幅、出力誤差、およびその他のパラ
メータ

• 追加の内蔵機能（EMIフィルタ、PWM除去、コンパレータ、
基準電圧など）を提供可能

アプリケーション
バッテリ･マネージメント･システム

低電圧モータ制御

パワー･インバータ

バッテリ･マネージメント･システムで
は、エネルギー損失を最小限に抑えるた
めに、双方向で非常に高精度な電流検出
が必要です。検出レートは通常低く、ハ
イサイドとローサイドの両方を採用でき
ます。絶縁型電流検出は最大 48V まで必
要ありません。

モータの駆動では、正常な動作のために十分
な検出レートが必要です。シャントの電力損失
はモータの消費電力と比べてごくわずかであ
るため、エネルギー損失をいくらか容認するこ
とで検出を高速化できます。通常、双方向のイ
ンラインまたは単方向のハイサイド電流検出
が望ましい方式です。

AC-DCおよびDC-DCパワー･インバータ
は、
トポロジに基づいて複数の場所で電流
を測定します。制御ループでは通常、オペア
ンプによるローサイド電流検出を実装しま
すが、出力電力のモニタリングでは、一
般にハイサイド電流検出モニタが使用さ
れます。

検討すべきその他のST製品

ADC120

ISOSD61

STISO621

12bit A/Dコンバータ
8チャネル
速度：50Ksps〜1Msps
ENOB：11.7bit

16bit絶縁型デルタ･シグマ･
モジュレータ
入力範囲：±320mV
出力：25Msps 1bitストリーム

デジタル･アイソレータ
UART用デュアル･チャネル
最大100Mbps

用語集
双方向：負方向と正方向の両方で電流を測定するデバイスの機能。
単方向：単方向の電流検出は一方向でのみ電流を測定します。反対方向はゼロとして検出されます。
出力コモンモード：双方向測定を可能にするために、出力電圧を特定の基準電圧だけ変化させます。オペアンプを使用する場合、出力コモンモード
が小さいと、出力の飽和も防止され、小電流に対する応答が向上します。
入力コモンモード電圧：回路の両方の入力に印加される共通の電圧。
この電圧は有用な信号の一部ではないため、増幅すべきではありません。
コモンモード除去比（CMRR）
：コモンモード電圧を除去するデバイスの能力の尺度。
これはハイサイドまたはインラインの電流検出にとって重要で
す。

Hブリッジ：負荷に印加される電圧とその極性を制御するなどの目的で接続されるトランジスタ。
利得帯域幅積（GBP）
：利得と小信号の最大周波数との積。40dBの利得で10kHzを増幅できる回路は、20dBの利得で100kHzを増幅する回路と
同じGBPを持ちます。
このパラメータは、
オペアンプのデータシートで規定されています。
帯域幅（BW）
：振幅が3dB減少する時の信号周波数。
これは電流検出モニタのデータシートで規定されています。
入力オフセット電圧（Vio）
：供給電圧の中間電位で出力を行うためのIn+端子とIn-端子の差動入力電圧。
これは内蔵トランジスタのマッチングに起
因するものです。
入力オフセット電圧ドリフト
（dVio/dT）
：温度による入力オフセット電圧のドリフト。
これはモータ制御アプリケーションで重要となる場合があります。
入力バイアス電流（Iib）
：デバイスの入力を流れる電流。デバイスのバイアス要件と通常動作時のリーク電流のために、入力にはごく少量の電流（テ
クノロジーに応じて、pAまたはnA程度）が流れます。
ゼロ･ドリフト：Vioの誤差と温度変化および時間の経過に伴って生じる誤差を補正することにより、デバイスのパラメータを自己修正するように設計
されたテクノロジー。ゼロ･ドリフトまたはチョッパー･デバイスのVioは、1℃のドリフト当たりµV〜nVのオーダーです。ゼロ･ドリフトは1/fノイズを
事実上除去し、経年変化を軽減します。
レール･ツー･レール入力：ハイ･レール入力を備えたオペアンプは最大Vcc+までの入力信号を処理でき、ロー･レール入力は最小Vcc-までの信号
を処理できます。
レール･ツー･レール入力オペアンプは、Vcc-〜Vcc+の入力信号を処理できます。

EMIフィルタ：電磁干渉の影響を抑制するためのフィルタ。電流センサは常に外部のワイヤに接続されているため、一部の外部ソースによってEMI
外部擾乱が引き起こされる可能性があります。電流検出モニタと一部の高性能オペアンプは通常、EMIフィルタを内蔵しています。
詳細については、STのウェブサイトをご覧ください。www.st.com/current-sense-amplifiersまたはwww.st.com/opamps
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詳細はST ウェブサイトをご覧ください www.st.com
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