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電流センシング信号パスのインテグレーション
電流センシング製品担当者、Scott Hill

電流測定は、電子的なシステム内でフィードバックを行い、
許容されるマージン内で動作していることを確認し、フォル
トの可能性がある状況を検出するために使用されます。シ
ステムの現在のレベルを分析することで、意図しない、また
は予期しない動作モードを診断でき、信頼性の向上、また
はシステムの部品を損傷から保護するための調整を行うこ
とができます。
電流は、直接測定が困難な信号です。しかし、電流の影響
を測定できる方法はいくつか存在します。配線を通過する
電流は磁場を発生させ、磁気センサにより検出できます
(ホール効果やフラックスゲートなど)。また、電流が抵抗を
通過するとき、抵抗の両端に発生する電圧を測定し、電流
を測定することもできます。このタイプの抵抗は電流センシ
ング抵抗、またはシャント抵抗と呼ばれます。
100V未満の電圧レールで、最大100Aまでの範囲の電流
については、通常はシャント抵抗による電流測定が好まれ
ます。シャント抵抗の手法は、磁気的なソリューションと比較
して一般に、物理的に小さく、より正確で、温度に対して安
定した測定を行えます。
システムの電流の情報を評価し分析するには、デジタル化
してシステム・コントローラへ送信する必要があります。シャ
ント抵抗の両端で発生する信号の測定と変換には、多くの
方法があります。最も一般的な方法は、アナログ・フロントエ
ンドを使用して、電流センシング抵抗の差分信号をシング
ルエンドの信号へ変化するものです。次に、このシングルエ
ンドの信号がA/Dコンバータ(ADC)へ接続され、さらにマイ
クロコントローラへ接続されます。電流センシングシグナル
チェーンの概要を、図 1に示します。

電流センシングシグナルチェーンを最適化するため、電流
の範囲とADCのフルスケール入力範囲に応じて、適切な
シャント抵抗の値とアンプのゲインを選択する必要がありま
す。シャント抵抗は、測定精度と、シャント抵抗による電力消
費との間のバランスに基づいて選択されます。抵抗の値が
大きいと、電流が通過することによって大きな差分電圧が発
生します。アンプのオフセット電圧が固定であるため、測定
誤差が小さくなります。しかし、信号が大きいと、シャント抵
抗での電力損失も大きくなります(P = I2R)。シャント抵抗の
値が小さいと、両端の間のドロップも小さく、消費電力の要
件は減少しますが、アンプの固定オフセット誤差が信号の
大きな割合を占めるようになるため、測定誤差も増大しま
す。
アンプのゲインは、フルスケールの入力電流レベルにおい
て、アンプの出力信号がADCのフルスケール入力範囲を
超えないことを保証できるように選択します。
INA210は専用の電流センシング・アンプで、図 2に示すよ
うにゲイン設定抵抗が内蔵されています。これらのゲイン抵
抗がデバイスに内蔵されていることで、一般的な外付けの
ゲイン設定抵抗に比べてマッチングが強化され、温度ドリフ
ト安定性も高くなります。小さいQFNパッケージにより、オペ
アンプと外部ゲイン抵抗に必要な基盤面積も大幅に減少し
ます。電流センシング・アンプは一般に、入力電流とADC
のフルスケール入力範囲に基づいて、シャント抵抗の値と
のマッチングを最適化できるよう、複数の固定ゲイン・レベ
ルを持ってます。
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図 1. 電流センシング信号パス
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図 2. INA210: 電流センシング・アンプ
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図 1 は、シャント抵抗の両端に発生した差分電圧を測定
し、増幅された信号をシングルエンドのADCへ送信するオ
ペアンプを示しています。完全差動入力ADCは、シャント
抵抗の両端で差分電圧を直接監視できます。標準のADC
を使用する欠点の1つは、入力範囲が減少することです。
シャント抵抗の両端に発生する信号は、消費電力を最小限
にするために、小さくする必要があります。ADCの分解能が
低いと、小さな信号の測定精度に影響を及ぼします。
ADCの基準電圧も別の誤差の要因となり、この信号パスで
評価が必要です。標準的なADCの入力範囲は、コンバー
タの基準電圧に基づいています。実際の基準電圧範囲は
デバイスごとに異なりますが、一般には2V～5Vの範囲で
す。LSB (Least Significant Bit)は、フルスケール範囲とコ
ンバータの分解能に基づいて決定されます。たとえば、16
ビットのコンバータでフルスケール入力範囲が2.5Vなら、
LSBの値は約38µVです。
INA226は、双方向の電流センシング・アプリケーションに
特化したADCです。一般的なADCとは異なり、この16ビット
のコンバータはフルスケール入力範囲が+/-80mVで、ADC
のフルスケール入力範囲を最大化するため入力信号を増
幅する必要はありません。INA226は、最大入力オフセット
電圧10µVと、LSBサイズの2.5µVにより、小さなシャント電
圧を正確に測定できます。INA226は、フルスケール入力
範囲が2.5Vの標準的な、同等の16ビットADCと比べて、15
倍の分解能を実現します。INA226は、図 3に示すような電
流センシング抵抗での電圧低下を直接監視するために特
化したデバイスです。

シャント抵抗を電流が通過するときに発生する電圧を直接
測定する以外に、INA226はコモンモード電圧も測定できま
す。INA226には入力マルチプレクサがあり、ADC入力回
路を、差分シャント電圧測定と、シングルエンドのバス電圧
測定に切り替えることができます。
システムに存在する電流センシング抵抗の値は、INA226
の内蔵レジスタにプログラム可能です。この電流センシング
抵抗の値と、測定されたシャント電圧に基づいて、デバイス
内部で計算をしシャント電圧を電流に戻し、システムの対応
する電力レベルを直接読み出しすることが可能です。計算
をデバイス内で行うため、通常はこの情報の変換に必要と
なるプロセッサのリソースが低減します。
その他の推奨デバイス
性能要件が低いアプリケーションでも、INA199を使用して
専用の電流センシング・アンプとしての利点を得られます。
過電流検出を実装するアプリケーションの場合、INA301
に内蔵されているコンパレータにより、最短で1µsのオン
チップ過電流を検出できます。性能要件が低いアプリケー
ションでも、INA219を使用して電流センシングADCとしての
の利点を得られます。
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