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温度センサ設計の課題とソリューション
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はじめに
個人用電子機器、産業用または医療用アプリケーションを設

●

温 度保護：アプリケーションによっては、システムが機

計する場合、エンジニアはいくつかの同じ課題に取り組まな

能的な温度スレッショルドを超えた場合に何らかのアク

体を小さくする、という課題です。このような考慮事項ととも

傷を防ぐため、あらかじめ定義された条件を検出したと

ければなりません。それは、性能を上げ、機能を増やし、筐

ションが必要となります。温度センサは、システムの損

に、安全性を確保し、システムとユーザーを危険から守るた

きにアラートを出力します。システムの信頼性を損なわ

め、慎重に温度を監視する必要があります。

ずにプロセッサのスループットを向上させることが可能

です。システムのサーマル・シャットダウンが早すぎるた

また、多くの業界にまたがるトレンドとして、よりたくさんのセ

めに、実質的に最大5℃、場合によっては10℃相当分の

ンサから、より多くのデータを処理するというニーズがあり、

性能を失うことはよくあります。
システムが機能的な温度

結果として温度測定の重要性がさらに増しています。単にシ

スレッショルドを超えたときに、エンジニアはリアルタイ

ステム/環境条件を測定するだけでなく、センサとシステムの

ム保護のためのアクションを自律的に開始させることが

両方の精度を維持するため、温度に敏感な他の部品を補償

できます。

することも必要です。さらに、正確な温度監視には、不正確

な温度測定を補償するためのシステムの過剰設計が不要に

●

なることで、システム性能を改善し、コストを低減できるとい

応して、システム性能を最大限に高めることができます。

うメリットもあります。

他の重要部品の発熱および冷却に応じて、それらのドリ

フトを監視し訂正することで、システムの故障リスクを低

温度設計の課題は、以下の3つのカテゴリに分類されます。

●

温 度補償：温度センサは、正常動作中の温度変化に対

減します。

温 度監視：温度センサは熱条件を継続的に追跡するた

このe-bookでは、さまざまな温度センシング技術を用いた各

めの貴重なデータを提供し、制御システムへのフィード

種アプリケーション向けの設計上の考慮事項を紹介していま

バックを行います。これには、システム温度監視と環境

す。各章で、まず温度に関する重要な問題について説明し、

温度監視があります。アプリケーションによっては、設

次にアプリケーションの設計上の考慮事項に焦点を当て、セ

計上の課題として、制御ループ内にその両方の実装が必

ンサ配置を考慮しながら、温度精度とアプリケーション・サ

要になる場合もあります。例として、システム温度監視、

イズの間のトレードオフを評価します。

周囲温度監視、人体 / 液体温度監視などがあります。

このe-bookで説明する温度監視および保護に関する質問が
ある場合は、TI E2E™コミュ二ティのセンサ・フォーラムへ
投稿してください。
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その他の参考資料とリソース：
TI 温度センサ
●

TI E2E™コミュニティ

革新的な高精度 /小型の温度監視 /保護センサのポート

●

フォリオ全体をご覧ください。

のエンジニアから寄せられた技術に関する質問とTI の

エキスパートの回答を閲覧できるほか、技術に関する質
問を投稿することができます。

温度センサのパラメータ・クイック検索
●

高
 精度/小型温度センサを簡単に検索することができます。

アナログ技術者向けポケット・リファレンス
●

TI Precision Labsビデオ・トレーニング
●

PCB、アナログ、ミックスド・シグナルの設計に関する

変換、表、方程式などを集めたポケット・ガイドです。

TI プレシジョン・ラボ・ビデオ・トレーニング・シリーズ

iTuneアプリでも利用できます。

はアナログ・シグナル・チェーン設計者向けの総合的な
オンライン・トレーニングです。
このトレーニング・シリー

TINA-TI™ シミュレーション・ソフトウェア

ズでは、トレーニング・ビデオの他に参考資料をダウン
ロードすることも可能で、入門からアプリケーション固有

●

の問題解決に特化した高度な概念まで、幅広い内容を

DC、AC、過渡、ノイズに関する分析を行う包括的な

SPICEシミュレータで、回路図入力フィールドと波形計

学ぶことができます。

算用ポストプロセッサを含んでいます。

リファレンス・デザイン
●

TI 製品全般にわたるサポート・フォーラムです。世界中

アナログ・エンジニア向けカリキュレータ

理論、計算、シミュレーション、回路図、プリント基板

●

（PCB）ファイル、テスト・ベンチ結果を含む、すぐに使え

A
 /Dコンバータとアンプの設計ツール、ノイズ分析と安定

性分析、PCBおよびセンサ関連ツールから構成されます。

るリファレンス・デザインです。

Analog Wire 技術記事ブログ
●

アナログ・エキスパートが執筆する技術記事で、ヒント、
コツ、設計手法などを説明します。日本語版はこちらを

ご覧ください。
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第1章：温度センシングの基礎
はじめに

ICセンサ

組み込みシステムでは、小さなフォーム・ファクタで高性能と

IC 温度センサはシリコンのバンドギャップの予測的な温度依

は、設計者が全体の温度を監視して、安全を確保し、システ

アスPN接合に高精度電流を供給することで、ベース-エミッタ

多機能を実現することが常に求められています。そのために

存性を利用します。図1と式1に示すように、内部の順方向バイ

ムを保護することが必要になります。アプリケーション内に

間にデバイス温度に対応する電圧変化（ΔVBE）が生じます。

組み込まれるセンサの数が増えるにつれ、システム条件や環
境条件の測定だけではなく、温度に敏感な部品の補償やシ

µA

ステム全体の精度維持のために、温度測定のニーズがさらに
高まっています。

E
V

BE
B

温度設計の考慮事項
効率的な温度監視と保護の考慮事項には、以下が含まれます。

●

C

精度：センサの精度は、温度が真の値にどれだけ近いか

GND

を表しています。精度を決定する際には、取得回路や動

図1. シリコン・バンドギャップの温度依存性

作温度範囲での線形性など、すべての要因を考慮するこ
とが重要です。
●

サイズ：センサのサイズは設計に影響しますが、回路全

VBE

体を分析することで、より最適化された設計を得ること
ができます。また、センサのサイズは熱応答時間を決定

式1. シリコン・バンドギャップの温度依存性

し、体温監視などのアプリケーションでは重要です。
●

I
KT
In C1
q
IC2

センサ配置：パッケージと配置は応答時間と伝導経路に

影響する可能性があります。いずれも効果的な温度設

シリコンの予測可能な挙動から、ICは広い温度範囲で高い線

計には不可欠な要素です。

形性と精度（最大±0.1℃）
を示します。このセンサは、アナログ

/デジタル・コンバータ（ADC）やコンパレータなどのシステム

業界で一般的な温度センサ技術には、ICセンサ、サーミスタ、

機能を統合できるため、最終的にシステムの複雑性を減らし、

技術を評価する際に使用する重要な特徴を比較しています。

面実装およびスルーホール実装のパッケージで提供されます。

全体のフットプリントを小型化できます。
このセンサは通常、表

RTD、熱電対などがあります。表1は、設計課題に対して適正

ICセンサ

サーミスタ

RTD

熱電対

範囲

−55℃～＋200℃

−100℃～＋500℃

−240℃～＋600℃

−260℃～＋2,300℃

精度

良 / 最高

較正に依存

最高

良好

フットプリント/ サイズ

最小

小

中

大

複雑さ

容易

普通

複雑

複雑

線形性

最高

低

最高

良好

トポロジ

ポイント・ツー・ポイント、
マルチドロップ、デイジー・チェーン

ポイント・ツー・ポイント

ポイント・ツー・ポイント

ポイント・ツー・ポイント

価格

低～中

低～中

高

高

表1. 温度検出テクノロジーの比較
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第1章：温度センシングの基礎

サーミスタ

V+

サーミスタは温度に大きく依存する抵抗を持った受動部品

ISOURCE

です。サーミスタは、正の温度係数（PTC）と負の温度係数

RL

（NTC）の2カテゴリに分類されます。

RL

サーミスタはオンボード、オフボードの温度検出用にさまざま

+

なパッケージ・オプションが提供されていますが、通常の実

VMEAS

装では、ICセンサと比べて多くのシステム部品が必要です。

PGA

ADC

RL

シリコン・ベースの PTCサーミスタは線形ですが、NTCサー
ミスタは非線形で、多くの場合、較正コストとソフトウェアの

RBIAS

RL

オーバヘッドが増えます。

図2に、典型的なサーミスタの実装を示します。サーミスタの

図3. 複雑な4線式 RTD 回路

システム誤差要因には、NTC 許容誤差、温度ドリフトの影

熱電対

真のシステム精度の決定は、多くの場合困難です。NTCの

響を受けやすいバイアス抵抗、量子化誤差を生じるADC、

熱電対は、異なる温度で電気的接合を形成する2種類の異な

NTC 固有の線形化誤差、そして基準電圧などがあります。

る導電体から構成されます。熱電対は、熱電子のゼーベック

効果の結果として、温度に依存した電圧を生成します。この
電圧は、温接点と冷接点間の温度差に変換されます。

V

CC

Thermistor

温接点温度を得るには冷接点の温度を知らなければなりま

せん。ここで、別々の許容誤差と機能を持つ2つのシステム

RT
Amp

が相互作用し合うという事実によって、精度は制限されます。

ADC

図4は、熱電対と、温接点温度を決定する外部センサからな
る、典型的な CJCの実装を示します。

図2. 典型的なサーミスタの実装

Type J

Isothermal block

Iron
Th

RTD

Copper
Tc

Constantan

RTD は白金、ニッケル、銅などの純物質から作成される、予
測可能性の高い抵抗 / 温度関係を持つ温度センサです。

Copper

+
-

TMP

白金 RTD は600℃までの非常に広い温度範囲にわたって高

Cold junction compensation
temperature sensor

精度で線形性に優れています。図3に示すように、アナログ・
センサを使った実装には、回路と設計の複雑な問題が伴い

図4. 熱電対と冷接点補償（CJC）温度センサ

ます。最終的に、高精度システムには影響要因となる要素が
多数あるため、複雑な誤差分析が求められ、システム全体の

熱電対は外部励起を必要としないため、
自己発熱の問題による

サイズにも影響します。またRTDは製造時に較正が必要で、

影響はありません。
また、極端な高温
（>2,000℃）
にも対応します。

その後もフィールドで毎年較正を行う必要があります。

熱電対は堅固で安価ですが、CJC 用の温度センサの追加が

RTD のシステム誤差要因には、RTD 許容誤差、自己発熱、

必要です。熱電対には非線形の傾向があり、熱電対が基板

ADC 量子化誤差、およびリファレンスなどがあります。

に接続される場所の寄生接合には極めて敏感です。

熱電対をデジタル化する場合、前に説明した ADCの誤差に

影響を受けるでしょう。
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第2章：システム温度監視
PCBから温度センサへの熱移動

多くのシステム設計では、システムとユーザの安全性を確保

するため、大電力部品（プロセッサ、FPGA、FET）の監視

ローカル温度センサは、自らのダイ温度を測定することで、特

が必要です。安全制限近くまでの性能の追い込みや、他の

定の領域の温度を判断します。従って、ダイからセンサ周辺

部分での過剰設計を避けたシステム・コストの低減を可能に

の物体または環境への主要な熱伝導経路を理解することが

するために、温度の読み取り精度は重要です。テキサス・イ

重要です。
熱は主に、パッケージに接続されたダイ・アタッチ・

ンスツルメンツ（TI）の高精度小型温度センサは、重要部品

パッド（DAP）経由（図2）
、またはパッケージのリード・ピン

のすぐそばに配置でき、最高の精度での測定を実現します。

経由の2種類の経路を通じて伝わります。DAP がある場合
は、それが PCBとダイ間の最も主要な経路になります。

セクション2.1
Bond wire

基板温度の監視方法
はじめに

Mold compound

回路における温度の問題はシステム性能に影響を与え、高価
な部品の損傷につながる可能性もあります。ホット・スポッ

トや電力消費の大きなIC が存在する領域でプリント基板

（PCB）の温度を測定することは、熱の問題を特定し、予防

Die

是正措置をリアルタイムで行うために役立ちます。

Pin

CPU、ASIC、FPGA、または DSP など、電力消費の大きな

Heat flow

ICのダイ温度を監視することで、動的に性能を調節できます。

Epoxy

Exposed pad

あるいは、電力段周辺の発熱部分を監視して、システムのファ

図2. DAP を使用したパッケージ

ン速度を制御したり、安全なシステム・シャットダウンを開始
したりできます。

最終的な目標は、性能の最適化と高価なデバイスの保護で

DAP のないパッケージ・タイプの場合は、リードとピンが最

す。図1には、高性能コンピュータ基板上の温度監視システム

も重要なサーマル・パスになります（図3）
。

を示しています。

Bond wire

Lead frame
Die
Pin

Mold compound
Heat flow

Copper frame

Epoxy

図3. DAP のないパッケージ

モールド・コンパウンドは追加のサーマル・パスになりますが、
熱伝導率が低いため、モールド・コンパウンド自身を通過する

熱移動はリードやDAPを通過する熱移動よりも遅くなります。
図1. 複雑な PCB 上での温度監視

エンジニアのための
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第2章：システム温度監視

Slower thermal response
Packages with leads
(MSOP, SOIC, VSSOP,
SOT563, SOT23)

Faster thermal response

Leadless packages
without die attach pad
(DFN)

Leadless packages with
die attach pad
(QFN, DFN)

Leadless packages
without mold compound
(CSP, BGA)

図4. 熱応答のグラフ

熱応答

性があるので、そのような配置は避けてください。できれば、

パッケージ・タイプによって、温度センサが温度変化にどれ

図5に示すように、温度センサをPCB の底面で熱源の直下に

用される各種クラスの表面実装パッケージ・タイプについて、

伝えるために、FR-4に比べて銅の熱伝導性が優れているビ

だけ早く応答できるかが決まります。図4には、温度測定に使

実装します。TIでは、PCB の片側から反対側へ迅速に熱を

相対的な熱応答レートを示しています。

アの使用を推奨します。2つの IC 間で迅速に熱平衡を達成

するため、並列ビアや熱伝導物充填ビアをできるだけたくさ

モールド・コンパウンドのないパッケージ（チップ・スケール・

ん使って、熱源からの熱を温度センサへと伝えます。DAP

パッケージ、ダイ・サイズ BGA）とDAP 付きパッケージ（QFN、

付きの QFN/DFN パッケージは、センサのダイとビアとの間

DFN）は、PCB から高速の熱移動を必要とするアプリケー

の熱抵抗をさらに減らすために有効です。

ション向けに設計され、DAP なしのパッケージは低速な応
答レートでよいアプリケーション向けに設計されています。
高

速の熱応答レートにより、温度センサは温度変化に対して迅

設計ガイドライン − グランド・プレーンの検討事項

速に応答でき、従って正確な読み取りが行えます。

温度センサを熱源の裏側に置くことが非現実的または費用

対効果が低い場合には、図6に示すように、熱源と同じ側で
できるだけ近くに設置してください。

設計ガイドライン − 底面実装
センサの場所は監視したい熱源にできるだけ近づけましょ

熱源と温度センサとの間に熱平衡を生み出す最も効果的な方

リットが位置していると、熱応答が減少または途絶する可能

センサまで広がるベタなグランド・プレーンを使いましょう。

図5. 熱源の裏側に実装されたセンサ

図6. 共有グランド・プレーンは熱平衡に有効

法は、グランド・プレーンを使用することです。熱源から温度

う。熱を発するICと温度センサとの間にPCBのミシン目やス

エンジニアのための
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結論
温度監視は、高温の電力部分や電力消費の大きなIC を含

む PCB 設計では不可欠です。ローカル温度センサの選択が

システム要件と設計の保護方式に適合するかどうかを評価す
る必要があります。

センサと熱を発する素子との間の熱平衡を迅速に達成できる

ようセンサの場所と高伝導の熱伝導経路を検討しましょう。
表1には、推奨レイアウト付きの追加リソースを示します。

Resource

Title

アプリケーション・レポート

温度センサ：表面実装デバイスの
PCBガイドライン

図1. 高
 性能プロセッサを搭載したマザーボードには一般にヒートシ
ンクが必要

表1. 関連 TIコンテンツ

ダイ温度監視における設計上の考慮事項
効率的な温度監視のため、高性能プロセッサには、温度精

多くのシステム設計では、システムとユーザの安全性を確保

度とセンサ配置という2つの設計上の考慮事項があります。

するため、大電力部品（プロセッサ、FPGA、FET）の監視

プロセッサの温度精度とセンサの場所との間には直接的な

が必要です。安全制限近くまでの性能の追い込みや、他の

相関があります。

部分での過剰設計を避けたシステム・コストの低減を可能に
するために、温度の読み取り精度は重要です。テキサス・イ

図2に示すように、高精度の温度監視を使用し、熱設計の限

のすぐそばに配置でき、最高の精度での測定を実現します。

可能です。多くの ICには温度センサが内蔵されていますが、

ンスツルメンツ（TI）の高精度小型温度センサは、重要部品

界まで動作させてプロセッサ性能を最大限に高めることが
このようなセンサの精度は、ウェハーや他の各種ロット間の

ばらつきにより一定ではありません。
また、ダイ温度と比較し

セクション2.2

て係数を調節するために、リファレンスに基づいたプロセッ

サの調整が不可欠です。高性能プロセッサの回路は本質的

高性能プロセッサのダイ温度監視

に複雑で、自己発熱が生じるため、温度とともに増加する温

はじめに

度誤差が発生します。精度が低く、温度誤差のあるシステム

CPU（中央処理装置）
、GPU（画像処理装置）
、ASIC（特定

設計では、熱設計の限界までシステム性能を高めることはで

用途向け集積回路）
、FPGA（フィールド・プログラマブル・

きません。

ゲート・アレイ）などの高性能プロセッサの電力管理は通常

複雑です。熱監視を使えば、このようなシステムがシステム・
Thermal design limit

Performance

して動的に性能を調節できるようになります。

プロセス温度の監視により、システムの信頼性を向上し、性
能を最大限に高めることができます。高性能プロセッサでは

3°C of lost
performance
1°C
Accuracy

通常、
図1に示すように、ダイからの過剰な熱を吸収するため

Safety margin

ヒートシンクを使用します。
さらに高い温度では冷却ファンを
動作させ、システムクロックを変更できます。もしもプロセッ

サが温度スレッショルドを超えた場合には、システムを迅速
にシャットダウンします。

4°C
Accuracy

シャットダウンを安全に開始できるだけでなく、温度を利用

Measurement error
図2. 高精度温度監視を使ったシステム性能の改善

エンジニアのための
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センサ配置と精度

●

直列抵抗。電流源が原因で、信号経路内の抵抗は電圧

内蔵型温度センサ（温度ダイオード）または外部温度センサ

オフセットとして現れます。
最近のリモート温度センサで

センサと外部センサの両方を使用することで、システム性能

り除く直列抵抗アルゴリズムが使用されています。この

のいずれでも、プロセッサの温度挙動を監視できます。内蔵

は、最大1～2kΩまでの抵抗により生じた温度誤差を取

を最大化し、信頼性を向上できる場合があります。

アルゴリズムは RC（抵抗コンデンサ）フィルタと組み合
わせた場合でも、堅牢かつ正確な測定が可能です。
●

バイポーラ接合トランジスタによる内蔵温度センサ

周波信号ラインと並走している場合、プリント基板のリ

高性能プロセッサには、温度検出用のバイポーラ接合トランジ

モート接合トレースへの電磁干渉または誘導性結合によ

スタ（BJT）を内蔵するものがあります。BJTには予測精度の

り、誤差が生じることがあります。これは、リモート温度

高い温度依存の伝達関数があります。リモート温度センサは

センサに関する最も重要な基板設計上の考慮事項の1つ

この原理を使ってダイ温度を測定します。CMOSプロセッサで

です。

最もよく見かけるBJTはPNP 型です。図3は、PNPトランジス

●

タ接続構成を測定するリモート温度監視回路を示します。

β値補正。FPGAやプロセッサの内蔵温度トランジスタ

はβ値が1未満の場合があります。
β値補正付きのリモー

リモート温度監視システムの設計は、ウェハーや異なるロット

ト温度センサは、このようなトランジスタとともに動作し、

間のばらつきにより生じるノイズと誤差のため、困難な場合

それらに伴う温度測定誤差を訂正するため特別に設計

があります。温度ダイオードの誤差の原因には以下が考えら

されています。このβ値補正は、ディスクリート・トラン

れます。

●

ノイズ注入。ダイオードのトレースが大電流の流れる高

ジスタと一緒に使う場合にはメリットはありません。

理想因子のばらつき。BJT 温度ダイオードの特性はプロ

推奨デバイス

セス・ジオメトリおよび他のプロセス変動要因に依存し

TMP421ではBJT を監視するシングル・チャネルが利用でき

ます。理想因子 n が既知であれば、n 因子レジスタを使

ます。ローカルおよびリモートの温度測定を最大8チャネル分

用してn因子誤差を訂正することができます。あるいは、

サポートするマルチチャネルのリモート温度センサもあります。

ソフトウェアの較正手法により所定の温度範囲での理想

TMP451はローカルおよびリモートで高精度（0.0625℃）の温

因子のばらつきを訂正できます。

度測定を実現します。マルチチャネル・リモート・センサは、
サーバー、ノートPC、車載センサ・フュージョンなどのアプリ
ケーションにメリットがあります。

Integrated PNP Transistor-Connected Configuration
RS

1x
I1

10x
I2

RS

Internal and PCB Series Resistance
RS
RS

Measured VBE 1x (IC1)
and VBE 10x (IC2)

Processor, FPGA, or
ASIC
図3. 2電流を用いたベース- エミッタ間の電圧変化（ΔVBE）測定
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10

Texas Instruments

第2章：システム温度監視

Hole drilled in heatsink
a
Pr ocessor/FPGA/GPU
b

Socket

c

PCB
図4. 高性能プロセッサの温度監視用センサ配置

TMP451はローカルおよびリモートで高精度（0.0625℃）の温

●

度測定を実現します。マルチチャネル・リモート・センサは、

場 所 c：センサをマイクロプロセッサ・ユニット（MPU）

の横の回路基板上に実装します。実装は簡単ですが、

サーバー、ノートPC、車載センサ・フュージョンなどのアプリ

センサ温度とMPU 温度の相関は非常に弱くなります。

ケーションにメリットがあります。

推奨デバイス
ローカル温度センサを選択する際に考慮する要素の1つが

外部温度センサ

フットプリント・サイズです。TMP112は1.6mmx1.6mm パッ

内蔵温度センサは場所的には最適ですが、精度は±5℃程度

ケージで提供され、プロセッサに隣接した場所で使用できま

です。代わりに外部にローカル温度センサを追加すると、ダ

す。TMP112デバイスは0.5℃の精度を持ち、プロセッサ内

イ温度精度が改善され、システム性能が向上します。また、

蔵型温度センサで一般的な5℃～ 20℃の精度と比較して、性

内蔵型ダイ温度センサが利用できない場合にもローカル温度

能を最大限高めることができます。

センサを使用できます。ただし、ローカル温度センサを使う
場合、センサの場所が重要な設計考慮事項となります。図4

リモート温度センサと外部温度監視を使ってダイ温度監視ア

には、ローカル温度センサの配置についていくつかの選択肢

プリケーションを設計するための追加リソースを、表1に示し

（場所 a、b、c）を示しています。

●

ます。

場所 a：マイクロプロセッサのヒートシンクの中央に開け

Resource

Title

ヒートシンクは、プロセッサにクリップ止めするか、プロ

アプリケーション・レポート

リモート・ダイオード温度センサ
設計の最適化

度センサは一般にリード線が長くなり、ヒートシンクから

アプリケーション・レポート

温度センサ：表面実装デバイスの
PCBガイドライン

た穴の中にセンサを置くと、ダイのすぐそばになります。
セッサの上にエポキシで接着します。この場所にある温
マイクロプロセッサへの熱結合が低下すると、センサ・

表1. 関連 TIコンテンツ

データは不正確になります。
●

場所 b：可能性があるもう1つのセンサの場所は、ソケッ
ト付きプロセッサの下にあるくぼみ内で、実装は簡単で

す。センサは気流から隔離されているので、周囲温度は

センサの読み取りに最小の影響しか与えません。また、
ヒートシンクがプロセッサから外された場合、センサは
プロセッサ温度の上昇を示します。従って、このセンサ
配置では、センサとプロセッサの温度差が5℃～ 10℃に
なる可能性があります。

エンジニアのための
温度センシング設計ガイド
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放熱とPCBレイアウト

外気温度監視は、環境条件の制御、もしくは安全動作条件
の保証のために、多くのアプケーションで不可欠です。周囲

熱源近くにトレースを配線することを避けるため、どの部品が

温度を正確かつ迅速に監視することは、多くの場合困難で

一番発熱しているかを最初に理解することが重要です。図2

す。センサが外部環境に完全に露出しておらず、システム内

は Mentor Graphics 社の熱分析ツール FloTHERM を使って

の他の部品からの自己発熱の影響を受ける可能性があるた

キャプチャしたサーマル・イメージで、熱源から空気を通じて

めです。TI の高精度、低電力、小型パッケージのシングル/

の温度分布を示しています。

マルチチャネル温度センサを使えば、高速な温度応答が可
能です。

セクション3.1
周囲温度の正確な測定のための
レイアウト上の考慮事項
はじめに
表面実装デバイスでの周囲温度測定は困難な場合がありま

す。消費電力が大きい他の部品からの熱移動が、センサの
温度読み取りに影響する可能性があるからです。

図2. テスト基板全体の放熱

周囲温度を正確に測定するには、主要なサーマル・パスの把

握、センサ・パッケージの隔離、干渉する熱源からデバイス

筐体内に部品を配置する場合、温度分布はもっと密集してい

を離した配置など、優れたレイアウト手法に従うことが重要

る可能性があります。むき出しの配置と筐体内のいずれの場

です。図1には、このような手法を用いた簡単なサーモスタッ

合も、誤った温度読み取りを避けるため、温度センサは必ず

ト設計を示しています。

熱源から離して設置してください。

図1では、システムの自己発熱からの受動的な気流が、温度

表1には、各熱源温度に対して、センサと熱源との推奨距離

センサAの上に外気を引き込みます。このセンサは主な熱源

を一覧で示します。

であるCPUから離れた吸気口に置かれ、高精度測定のため
に熱的に隔離されています。

熱源の温度

周囲温度

推奨距離

40℃

20℃

7.62 mm

60℃

20℃

15.24 mm

100℃

20℃

38.1 mm

表1. 熱源から離す推奨距離

センサが熱源に接近している場合は、アイソレーション・アイ
ランドを作成して、センサと熱源の間のエアギャップを最大に

することが良い方法です。エアギャップが大きいほど、周囲

温度測定は良好になります。ただし、センサをさらに離すと、
エアギャップによるシールドは追加されません。しかしなが

図1. 温
 度センサのサーモスタット設計、放熱、およびプリント基板
（PCB）レイアウト

エンジニアのための
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図3は、0.8mm幅のカットアウト
（切欠き）
で、温度読み取りは
約38.5℃です。一方、
図4は、1.8mm 幅のカットアウトで、温度

読み取りは約35.5℃です。これらの画像は大きな隔離ギャッ

プが周囲温度の読み取りにどう影響するかを示しています。

C1 U1

U2
az

Ambient air
temperature sensor
on an isolated island

Heat generating IC

図5. アイソレーション・アイランドによる PCBレイアウト

C1 U1

図3. 0.8mm スロット幅のサーマル・エアギャップ
U2

Ambient air
temperature sensor
on perforated board

Heat generating IC

図6. ミシン目の入った PCBレイアウト

差分温度
さらに精密な測定が必要なアプリケーションでは、差分温度
設計を検討します。このタイプの設計では、発熱部品の隣に

センサを追加（図1に示すように）し、センサAとB の温度差

図4. 1.8mm スロット幅のサーマル・エアギャップ

を測定します。

温度センサ用にPCBを設計する際には、優れたレイアウト手

ただし、ΔTが周囲温度とどう相関するかのモデルが必要

ドと輪郭配線のあるPCBレイアウトで、
図6は、温度センサの

差分設計は自己発熱の影響を考慮して、周囲温度推定のた

法に従うことが重要です。図5は、アイソレーション・アイラン

で、これはシステム・アプリケーションによって異なります。

ある領域周りにミシン目を入れた代替の設計を示しています。

めの高精度アルゴリズムを提供します。

どちらのミニボードも寸法は小さく、センサとバイパス・コン
デンサしか実装できません。アイランドの熱質量が小さいほ

推奨デバイス

ど、熱応答は良好になります。このような設計では、他の部

TMP112とTMP116はデジタル温 度センサで、 環 境モニタ

品からの熱移動の量が大幅に減少します。

やサーモスタット制御などの高精度、低電力アプリケーショ

ン用に設計されています。TMP112は0℃～ 65℃で±0.5℃、
TMP116は−10℃～ 85℃で±0.2℃の精度を持ちます。

エンジニアのための
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どちらの温度センサも線形性が高く、較正不要で、プログラ

コールド・チェーン管理は包装製品や生鮮品のライフサイク

トな1.60mm×1.20mm の SOT-563パッケージ、TMP116は

また、コールド・チェーン管理は、貯蔵温度から逸脱するかも

ルの各フェーズの間、状態が適正であることを保証します。

ム可能なアラート機能を備えています。TMP112はコンパク

しれない状況が起ころうとしたとき、作業者が輸送中または

2mm×2mm のWSON パッケージで供給されます。

貯蔵中に適切な措置を取れることを保証します。

最適な性能とデバイスの長寿命を保証するため、追加の推奨
レイアウトを掲載した資料を表2に示します。

コールド・チェーンのトポロジ
Resource
アプリケーション・レポート
アプリケーション・レポート

ゲージ付き温度センサは長年にわたって広く使われています。

Title

しかしながら、半導体技術の進歩により、また、コールド・

外気温度の測定に対する

チェーン管理の大半が−40℃～＋10℃の温度範囲で行われ

設計の考慮事項

ているという事実により、コールド・チェーン管理には内蔵型

TMP116を使った精密な温度測定

温度センサが最適な選択肢です。

表2. 関連 TIコンテンツ

アプリケーションによって異なるトポロジが可能です。図2に
示すように、ポイント・ツー・ポイント・トポロジでは、単独の

セクション3.2

マイクロコントローラ
（MCU）
が温度センサ（アナログまたはデ

ジタル出力センサ）
に接続されます。ポイント・ツー・ポイント・

スケーラブルな温度センサを使った

トポロジは、出荷時の商品パレット管理に役立ちます。

効率的なコールド・チェーン管理
はじめに

栄養を維持し、品質と製品の安全性を確保するため、製造

Wireless communication

業者は、食品と医薬品では特に、包装製品と生鮮品について

輸送温度と貯蔵温度を規定しています。ただし、果物、野菜、
冷凍食品などが消費者の地元の食料品店に到着するまでに
は、輸送中および（図1に示すような）大型冷蔵庫の棚で相当

Battery

の時間が経過します。
このような商品を適正な温度に維持す

MCU

Temperature
sensor

ることは非常に重要です。

Data
logger

図2. ポイント・ツー・ポイント・トポロジ

冷蔵庫のようなコールド・ユニット・コンテナをセンスする場合、
MCU 1個のコストが高すぎて、システム全体に複数個実装す

ることはできません。そのような場合、最も一般的なトポロジ

は、スター、共有バス、またはデイジー・チェーンです
（図3）
。

●

ス
 ター・トポロジでは、いずれかの支線に障害が発生し

た場合の障害切り分けが簡単です。スター・トポロジで

はアナログ出力とデジタル出力の両方の温度センサを使

図1. 典型的な食料品売り場

用できますが、コントローラの周辺機器数が多く、システム

のスケーリングが難しいため、実装コストは高くなります。

エンジニアのための
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●

共有バス・トポロジでは、MCU 1個が複数センサのホス

コールド・チェーン管理の監視ステージによらず、電子システ

デジタル温度センサを使って容易に対応できます。共有

レッショルドを超えた場合にアラートを生成できることから、

ムには、パレットや冷蔵庫の温度記録だけではなく、あるス

ト・コントローラとして機能します。スケーラビリティは

独自の利点があります。そのような事象は、ブザーや点滅

バス・トポロジではラインを共有しますが、それでもI²C

LED のような音声/ 視覚的警告を使って伝えられ、有線 / 無

バスのようにイン・バンド・アドレシングを使って個別に

線のMCUを使ってクラウド・サービスに統合されるため、24

アドレス指定したり、SPI の場合のように、チップ・セレ

クトを使ったアウト・オブ・バンドのシグナリングが可能

時間の監視とデータ記録も可能です。

です。ただし、I²C では、長いチェーン上での電力供給
の信頼性やシグナル・インテグリティが懸念事項になる

推奨デバイス

かもしれません。
●

TMP107デジタル出力温度センサは、デイジー・チェーン接

デイジー・チェーンでは、アウト・オブ・バンドのシグナ

続された合計32個のデバイスに対応し、高精度かつシステム

リングは不要で、イン・バンドのアドレス指定方式を使

全体のスケーラビリティが要求されるコールド・チェーン管

用します。チェーンの各ステージが次段のチェーンのバッ

理アプリケーションで NTCサーミスタを置き換えることがで

ファとして機能し、長距離にわたるシグナル・インテグリ

きます。TMP107は−20℃～＋70℃の範囲で＋0.4℃、−40℃

ティが向上します。

～＋100℃の範囲で＋0.55℃の精度を持ち、温度分解能は
0.015625℃です。

Wireless communication

自動アドレス割り当てにより、TMP107ではシステム開発者
が各センサ・ノードのアドレスを割り当てずにソフトウェアを

Battery

MCU

Temperature
sensor 1

作成でき、センサ・ノードを追加することでシステムを拡張で

Temperature
sensor 2

きます。
同時に、プッシュプル通信の入出力を使うことにより、
システムは長いケーブル上で温度値に影響するノイズに対し

Data
logger

てさらに強靭になります。それにより、チェーン内の隣接デバ

Temperature
sensor N

イスとの間で1000フィートにわたるデータ転送が可能です。

図3. 温度センサのデイジー・チェーン

図4. TMP107のアイ・ダイアグラム

エンジニアのための
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図4に、9600bpsでの通信インターフェイスのシグナル・イン

テグリティを示します。SMAART wire™ デジタル・インター
フェイスでは、UART（ユニバーサル非同期レシーバ・トラン

スミッタ）バスを使用します。これはほぼすべての MCU の標

デバイス

最適化されたパラメータ

性能のトレードオフ

TMP144

小型フォーム・ファクタ

デイジー・チェーンに
16デバイス、精度1℃

表1. その他の推奨デバイス

準ペリフェラルであり、ソフトウェア開発を容易にします。同

時に、デイジー・チェーンの実装によりケーブル断線位置を

本トピックについての追加情報、またはコールド・チェーン市

特定しやすいため、メンテナンスが容易になり、システム全体

場に関する一般的な情報については、
表2の関連コンテンツを

の信頼性も向上します。

ご覧ください。

アクティブ・バス通信を使って温度変換を実行中のTMP107

の消費電流は、通常300µAです。低電力モードでのシャット

ダウン電流は3.8µAです。動作電圧範囲が1.7V ～ 5.5Vと広く、
低消費電流はコールド・チェーン管理の輸送フェーズ中のバッ

テリ動作システムに適しています。ボー・レートを上げればリ

アルタイムの更新も可能で、冷凍食品の貯蔵時に有効です。

さらに、TMP107は設定値や温度制限値を内蔵不揮発性

メモリに格納します。これにより、デバイスは起動時に自動

Resource

Title

ブログ記事

コールド・チェーンのニーズを
満たすため進化し続けるセンサ技術

アプリケーション・レポート

温度検出による
コールド・チェーンのアセット追跡

表2. 関連 TIコンテンツ

設定できるため、個別のデバイス設定が不要で、システムの

稼働を迅速化できます。また、8ロケーション分の EEPROM

（電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ）
があり、ユーザ情報や較正情報を格納する最大128ビットの
EEPROM を利用できます。

デイジー・チェーン・トポロジは効率的なコールド・チェーン

温度監視の実現に最適な方法です。TMP107は、バッテリ・

ベースのコールド・チェーン管理システムをサポートする精度、
消費電力、機能を適切に組み合わせた製品です。

表1に、この実装に対して推奨される代替デバイスを示します。

エンジニアのための
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患者の体温を理解することは、臨床診断における重要な第

TIでは、ウェアラブル温度監視用に超高精度デジタル温度

のトレンドは、超高精度のニーズを超え、連続的な温度監視

50℃で0.1℃以内の精度を持ち、較正不要でASTM E1112

センサ TMP117を推奨します。このデバイス自体が25℃～

一歩であり、アスリートの重要な関心事でもあります。業界

および ISO 80601-2-56:2017の両方の要件を満たします。さ

を行うコンパクトなウェアラブル・フォームファクタへと向かっ

らに、TMP117の少ない全体消費電流とワンショット・モー

ています。最高精度0.1℃の温度センサは、米国材料試験協

ドは、バッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、

会（American Society for Testing and Materials）が 規 定

TMP117のデジタル I²C 出力は、抵抗温度検出器（RTD）ま

する医療体温計の E1112要件を満たすだけでなく、バッテリ

たはサーミスタ・ベースのソリューションと比べてシステム設

駆動のウェアラブル機器をコンパクトかつ快適に保つよう最

計を大幅に簡素化します。

適化されています。

セクション4.1

レイアウトの考慮事項

ウェアラブル温度センサの設計課題

適切なセンシング素子を使っている場合でも、システム全体
の精度を保証するには慎重なボード・レイアウトがさらに必

はじめに

要です。皮膚温度を監視するための最適なレイアウトは次の

従来、臨床環境での患者のバイタル・サイン監視は、大がか

ようになります。

りな較正を要する高額なシステムによって行われ、患者をベッ

ドサイドのモニタにつなげる必要がありました。
ワイヤレスの

患者監視システムは、厳格な医療標準に適合する範囲内で、

●

ウェアラブル温度監視には、消費電力、サイズ、システム性能

●

温度センシング素子と他のデバイスとの間の熱的分離を
最大にします。

患者の快適さと臨床の利便性を両立させます。

応答高速化のために温度センシング素子周辺の熱質量
を最小にします。

（無線周波数 [RF]と精度の観点で）
、そして患者の快適さに

関して設計上のトレードオフが多数存在します。例えば薄い

●

フレキシブル・バッテリは非常に快適ですが、より慎重な電

患者とセンシング素子との間の熱的接触を良好にして、
センサとターゲット間の温度勾配を最小にします。

力管理が必要かもしれません。

より小型で低コストの設計は、熱的分離とRF 性能の点で弱

熱的分離と熱質量の最適化

点になります。長期監視用ソリューションでは、精度とシグナ
ル・インテグリティを改善するため、電流消費をできるだけ

図1に、皮膚温度監視システムの例を示します。TMP117デ

ステム設計者はこのような要件と患者の快適性やエクスペリ

にするよう、プリント基板（PCB）の他の部分から狭くなった

抑えながら、基板面積を有効利用しなければなりません。シ

ジタル温度センサは、基板の他の部分からの熱伝導を最小

エンスとの間でバランスを取る必要があります。

アームを用いて延長されています。

温度計の標準準拠
米国材料試験協会（ASTM）E1112と国際標準化機構（ISO）
80601-2-56:2017は、断続式電子患者温度計の管理標準で

す。ASTM E1112に基づく標準準拠の臨床温度測定アプリ

ケーションの場合、体温監視は±0.1℃以内の精度での読み

図1. フ
 レ キ シ ブル PCB 上 の TMP117（U1）。 延 長 アームを 用 いて、
他のデバイスにより発生する熱からIC を分離

取りが必要で、最低35.8℃～ 41.0℃の温度を読み取って表示
する必要があります。温度監視設計は、最低限、較正後にこ

れらの要件を満たせる測定素子を含まなければなりません。

エンジニアのための
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自己発熱

図2に、同じ2層フレキシブルPCBの積層構造を示します。フ

レキシブル基板の使用により全体の熱質量が減少し、患者

センシング素子とレイアウトの選択によらず、医療体温計の

モニタの熱応答時間が向上します。基板の上面と下面の間に

厳格な精度要件では、デバイスの自己発熱の影響を認識す

銅フィルを使用しないことで、TMP117から熱を奪わず、熱

る必要があります。選択されたセンシング素子の抵抗損失

質量の増加を避けています。

により、多少の自己発熱が必ず存在します。TMP117はワン
ショット・モード変換に設定でき、読み取りと読み取りの間

はシャットダウン・モードにとどまることで、自己発熱を最小
化できます。TMP117のワンショット機能では、設定可能な
平均読み取り回数に従って、個別の温度読み取りをトリガー

できます。人体の温度は数秒オーダーで変化することは通常

ないため、10秒から60秒の間隔で温度を読み取れば、長期
間にわたる患者温度の監視には十分です。この方法には、シ
ステムのバッテリ動作寿命を延ばすメリットもあります。

システム電源
電源要件は全体的なシステム設計によって異なりますが、多
くのワイヤレス患者モニタでは、保管寿命で数年、動作寿命

図2. 熱質量の軽減のため厚みを最小にしたフレキシブル積層の例

で最低48時間から72時間の十分なエネルギー蓄積が必要で
す。
コイン型電池はエネルギー容量の点でこの要件を簡単に

上回りますが、全体が硬く、患者は不快かもしれません。使

熱的接触

い捨てパッチの場合、コイン型電池を用いたソリューション

患者の皮膚温度を高い信頼性で測定するには、監視対象の

では無駄が大きすぎます。

患者とセンシング・デバイスとの間に良好な熱的接触が必要

です。この熱的接触は、基板の他の部分からの熱的分離と

代わりの選択肢は、薄膜フレキシブル・バッテリの使用です。

度に近くなることを保証します。TMP117では、図3に示すよ

テム全体の消費電力を最小限に抑える必要があります。断

蓄積容量が少ないため、このバッテリを使用するには、シス

ともに、報告される温度ができるだけ患者の実際の皮膚温

続的な温度監視しか行わない場合、フレキシブル・バッテリ

うに、ベタ銅箔とコンタクト・ビアが基板の下面からのサーマ

駆動システムは、保管寿命で複数年、動作寿命で48時間か

ル・パスになります。パッドは着用者の皮膚に直接接触して

ら72時間という所定のアプリケーション・バッテリ要件を上

おり、デバイスの主要な熱源が監視対象患者からであること

回ることが可能です。

を保証します。

システムのトレードオフの決定
ASTM E1112および ISO 80601-2-56に準拠するには、レイ

アウト推奨に従うことが不可欠ですが、システム設計には他
の考慮事項もあります。患者が快適であるためには、温度測

定以外のデバイスとRF 領域の面積をできるだけ小さくする

ことが最善です。
基板の部品実装領域をコンパクトに保てば、
モニタ装着時に患者が硬く感じる部分を減らせます。
図3. TMP117直 下 の 銅 箔（左 ）、TMP117の 上 面 レ イ ア ウト（U1、
右）。TMP117直下のビアと銅箔が患者の皮膚とデバイスの間
のサーマル・パスとなる
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RF 通信に対しては、フレキシブル PCBで動作する任意の無

Resource

は消費電力を低く抑えたいので、TIではBluetooth® Low

リファレンス・デザイン

線プロトコルを使用可能です。ウェアラブル患者モニタの多く
Energyワイヤレス通信リンクを推奨します。モニタから送信

される情報が温度だけの場合、モニタは温度をペアリング ID

アプリケーション・レポート

とともにブロードキャストするよう設定できます。
このような方

法で情報を送信すれば、実際に接続を確立して維持する必

アプリケーション・ノート

要がなくなり、システム消費電力をさらに低減できます。

Title
Bluetooth 対応の高精度皮膚温度
測定用フレキシブル PCB パッチの
リファレンス・デザイン

熱応答に最適化されたウェアラブル

温度検出レイアウトに関する考慮事項
ウェアラブル温度検出の

レイアウトに関する考慮事項

表1. 関連 TIコンテンツ

本トピックについての追加情報、または温度測定時の一般的

な参考情報については、
表1の関連コンテンツをご覧ください。
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メータリングや産業用プロセスの多くでは、液体の温度を直

表1に示すように、RTD の精度はクラスにより定義されます。

めの補償用に温度データを使用したりする必要があります。

では、4つの RTD クラス（C、B、A、およびAA）を定義し、

国際電気標準会議（IEC）/ 欧州標準化委員会（EN）60751

接測定したり、もしくは体積流量をより高精度で計算するた

Class C は精度が一番低く、Class AA が最高精度です。低

液体温度監視アプリケーションでは、センサは流れの中での

い精度クラスは、広い温度範囲に対応します。例えば、Class

抵抗を減らすため小型であるだけでなく、液体が可燃性の場

C 薄膜 RTD は-50℃～ +600℃の温度範囲に対応し、Class

合には低消費電力であることが求められます。TI の低電力

AA 薄膜 RTD は0℃～ +150℃の温度範囲に対応します。

アナログ/デジタル・ソリューションは、6.3µWしか消費せず、
Class AA 抵抗温度検出器に相当する精度があります。

電流源を適用すると、RTD の両端には電圧差が発生します。
この電圧は RTD の抵抗とその励起電流に比例します。この
電圧データを使用して、インレットおよびアウトレット・パイ

セクション5.1

プからの2つの温度源間の差分を測定します。

デジタル温度センサを用いた
ヒート・メーターの RTD 置換

ヒート・メーターにおける液体温度測定

はじめに
ヒート・メーターは、流量に加え、システムのインレット・パ

半導体ヒート・メーターは、住居用および産業用ユーザに対

熱エネルギーを測定するデバイスです。このデバイスは産業

メーターには、インレットまたはアウトレット・パイプどちらか

ムでは熱配送の計測用に普及しています。

でのマッチングされたRTDプローブのペアが伴います。図1

イプとアウトレット・パイプ間の温度変化を測定することで、

する熱エネルギーの請求計算用に普及が進んでいます。この

プラントではボイラー出力の計測用に、住居用冷暖房システ

での流量測定と、インレットおよびアウトレット・パイプ両方

にRTD を使用したヒート・メーターのブロック図を示します。

熱エネルギーの測定には流量と温度の両方が必要であるた
め、両パラメータの正確な測定が不可欠です。不正確な測定

では誤ったエネルギー配送計測結果が得られ、請求不足や

Li
battery

過剰請求につながります。

2-wire / 4-wire
RTDs

LDO

Flow

抵抗温度検出器（RTD）と呼ばれる受動部品は、その抵抗

MCU

値が温度によって変化し、測定誤差を回避します。RTD は

UART

I2C

Δ∑
ADC

Outlet / inlet flow

RC Filters

Flow

白金、銅、ニッケルなどの金属を使用して作成され、広い温

RTD 2

度範囲（約−200℃～＋850℃）に対応します。

許容誤差クラス

RTD 1

図1. RTD を使った液体温度測定

有効温度範囲

許容誤差値

0℃での抵抗

100℃での誤差

（℃）

（Ω）

（Ω）

巻線

薄膜

AA

−50℃～＋250℃

0℃～＋150℃

±（0.1 ＋ 0.0017*t）

100 ±0.04

0.27°C

A

−100℃～＋450℃

−30℃～＋300℃

±（0.15 ＋ 0.002*t）

100 ±0.06

0.35°C

B

−196℃～＋600℃

−50℃～＋500℃

±（0.3 ＋ 0.005*t）

100 ±0.12

0.8°C

C

−196℃～＋600℃

−50℃～＋600℃

±（0.6 ＋ 0.01*t）

100 ±0.24

1.6°C

表1. IEC60751に従った温度精度クラス
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RTD は低電力かつ高精度です。多くの住居ユニットでは、

●

センサの精度と種 類：TMP117のようなデジタル温 度

ヒート・メーターはスタンドアロンのバッテリ駆動システムで

センサは、-20℃～ +50℃の範 囲で±0.1℃、-55℃～

モードから即座にウェイクアップしてRTD 温度をサンプリン

これは同一範囲で Class AA RTD の精度を上回り、精

あるため、これは望ましい特徴です。システムは電源オフ・

+150℃の範囲で最大±0.3℃の精度仕様に対応します。

グし、電源オフ・モードに戻ることができるため、バッテリ寿

度とセンサの種類に関してEN60751とEN1434-2の仕様

命は延び、エネルギー消費が最小限に抑えられます。

に準拠しています。

ただし、このシステムには、差分測定を正確に読み取るため

●

に、よくマッチングされたRTD が必要です。同時に、システム

た場合にセンサが1つの読み取り値を再現する能力を再

費用と複雑性に関して慎重な設計上の考慮が必要となります。

現性と呼びます。TMP117は7.8125m℃の再現性を持ち、
センサ自体の非常に一貫した信頼性の高い性能へとつ

標準的な熱エネルギー・メーターでは、高精度アナログ・フ

ながっています。TMP117は温度オフセット・レジスタ

ロントエンドに接続されたPT100、PT500、または PT1000

も内蔵しており、これは初期較正時に温度オフセットを

センサのペアを使用します。ヨーロッパの EN1434などの仕

格納するために使用され、その後、線形化後の温度結

様で、このようなメーターの要件が定義されています。この

果へ加算されます。インレットおよびアウトレットにある

仕様には次の2つの重要な側面があります。

●

センサ・ペアの較正は、ヒート・メーターの液体温度測

定では必須です。優れた再現性仕様とオフセット・レジ

センサの精度と種類：EN60751の第5.4章では、産業用

スタにより、設計の信頼性と再現性の向上、最終的な簡

の白金抵抗温度計として、Class B を上回る、もしくは

素化を実現できます。

Class Aまたは Class AAと等しい精度の3線または4線
構成を推奨しています。EN1434-2では、他の種類の温

デジタル温度センサを使った設計では、アナログ・シグナル・

度センサを使用できますが、その場合、ヒート・メーター

チェーン用のオフセットとゲインの較正ステップが不要になり

または熱計算機デバイスから分離可能ではならないと

ます。これは2線、3線、または4線式の RTD ベースの構成を

規定しています。
●

較正：測定された温度が同一条件下で連続して適用され

使用した従来のアナログ信号測定では必須でした。ユーザ定

較正：EN1434-2の第4.1章では、すべての温度センサを、

義の較正パラメータを8バイトのEEPROMメモリ
（オフセット・

ヒート・メーターへの組み込み前に、事前に較正してペ

レジスタ）に格納できるので、従来のアナログ RTD センサで

アリングしなければならないと規定しています。
もしくは、

求められたような書類作業や較正データの処理作業が不要

センサをヒート・メーターのプリント基板にしっかりと固

になります。また、不揮発性メモリの内容を最初に1回読み出

定し、その後で較正することにより、2つの PTセンサ間

して、温度の測定ごとにオフセットやその他の調整値を結果

の温度オフセットを最小にする必要があります。

に適用すればよいので、エネルギー効率が向上します。

図2には、TMP117デジタル温度センサを使ったヒート・メー
ターを示します。

ヒート・メーター用デジタル温度センサに関する設計
上の考慮事項

高精度デジタル温度センサは、センサとA/Dコンバータを1

Li
battery

デバイスに統合しています。ホスト・マイクロコントローラに
よる温度変換用の追加処理は不要です。

Flow

それでは、前記の産業用標準仕様に基づいて設計上の考慮
事項を評価してみましょう。

MCU

I2C

TMP117

Outlet / inlet flow
Flow
TMP117

図2. TMP117を使った液体温度測定
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このアーキテクチャを用いた4線式デジタル・インターフェイ

全体として、高精度のTMP117温度センサでは、許容誤差が

します。また、RTD ベースの設計では、一般に0.1% および±

要がないため、ヒート・メーターの PCB 面積、複雑さ、コスト

小さいディクリート部品や統合型デバイスを複数使用する必

スは、電気的には標準的なアナログ4線式 RTD センサに相当

を低減できます。

25ppm/℃よりも高精度の基準抵抗、およびマッチングされ

たRC（抵抗、コンデンサ）フィルタが必要です。統合型のデ

高精度液体温度測定に関する追加リソースは、
表3をご覧くだ

ジタル設計アプローチでは、そのような高精度基準抵抗器も

さい。

不要になります。

表2には、RTD センサとTMP117デジタル温度センサを使用

Resource

する際の設計上の考慮事項をまとめています。

リファレンス・デザイン
RTD

TMP117デジタル
温度センサ

アプリケーション・レポート

●

A/Dコンバータ
（ADC）

●

リファレンス

●

高精度バイアス抵抗

●

価格

●

白金 RTD センサの代替となるデジタル
温度センサのリファレンス・デザイン
TMP116による正確な温度測定

表3. 関連 TIコンテンツ

部品の選択
センサ

Title

●

●

設計上の考慮事項
温度範囲

●

ADCダイナミック・レンジ

●

プログラム可能な
ゲイン・アンプ（PGA）

●

リファレンス電流

●

フィルタ設計

●

温度ドリフト

●

自己発熱

●

消費電力

●

●

●

レイアウト
トレースのインピーダンス・

●

マッチング

サーマル・パス

●

●

ノイズ

●

I²Cラインのみ

ソフトウェア
ADCサンプリング・レート

●

電流デジタル/ アナログ・
コンバータのチョッピング

●

線形化

●

●

製造
較正

●

表2. RTD およびデジタル温度センサの設計上の考慮事項
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第6章：スレッショルド検出
アプリケーションによっては、連続的な温度取得は必要なく

外部の温度スイッチ回路を使用して、中央処理システムの

まることが重要となる場合があります。TI の温度スイッチと

60℃のトリップ・ポイントと10℃のヒステリシスが設定された

動作を妨げずにリアルタイムに熱保護を行います。図2には、

ても、システムが特定の温度スレッショルドの上または下に留

温度スイッチのトリップ挙動を示します。

デジタル温度センサでは、単純な自律温度監視により、温度
が限界値を超えたかどうかをヒステリシス付きで検出するこ

とが可能です。これらのデバイスは、スレッショルドのトリッ

プ・ポイントを外付け抵抗で選択可能です（ピン・プログラ

OUT

マブル、出荷時プログラム済み、または I²C 経由）
。

VS

セクション6.1
制御システムのサーマル・ダメージからの保護方法
はじめに
制御システムにおいて、動作温度は、システムの性能、信頼

性、安全性に影響を与える多くの重要な要因の1つです。制

御システムに対する温度の影響を理解することは、システム

設計者がサーマル・ダメージを予測および防止するために役

50°C

立ちます。

T(TRIP)

60°C

図2. ヒステリシスのある温度スイッチのトリップ挙動の例

通常、制御システムの挙動は十分理解されており、制限された
温度範囲内で動作します。制限温度範囲外で動作した場合

には、制御システムの効率低下、発熱の増加、経年劣化の進

熱保護と監視機能の両方を必要とし、A/D 変換が必要にな

合わせにより、犠牲の大きな故障につながるかもしれません。

ト、フットプリント、電力、精度などのアプリケーション要件

る場合もあります（図3参照）
。具体的な実装は、機能、コス

行などにつながる可能性があります。このような影響の組み

に依存します。

過熱保護ソリューション
制御システムをサーマル・ダメージから保護する数多くの予防

ソリューションが利用できます。
このようなソリューションはディ

Low pass
filtering

ADC

スクリートまたは統合型で、通常は温度センサ、コンパレータ、

Signal
conditioning
Vref1

そして電圧リファレンスから構成されます
（図1参照）
。

Thermistor

OT

+

MCU

–
Vref 2

Comparator for
over temperature
protection
Calibration
point

図3. 温度モニタとスイッチのディスクリート実装例

図1. 温度スイッチのディスクリート実装例
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第6章：スレッショルド検出

考慮すべき要素としては、ヒステリシス、トリップ・ポイント

そして、NTCのディスクリート・ソリューションでは、NTC

ど）
、出力タイプ、チャネル数、電源電圧範囲などがあります。

力を消費します。

の抵抗値が高温で著しく低下するため、高温時に大量の電

のプログラム可能性、トリップ・テスト、認定（自動車、UL な
ヒステリシスと精度はともに、制御システム全体の信頼性向

上につながります。通常、センサには℃単位で表現される測

ICソリューション：温度スイッチ/ サーモスタット

定誤差があります。この測定誤差は、最適な測定の形式によ

統合型温度スイッチでは通常、温度センサ、コンパレータ、

る補償を必要とします。
シャットダウン開始前にそのようなオ

電圧リファレンスがシングル・チップ上に搭載されています。

フセット誤差を減らすことで、システム信頼性は向上します。

そのような統合により、設計の複雑さが減少し、制御処理シ

そのような誤差を訂正しないと、過熱エラーにつながるおそ

ステムの動作を常時妨げることなく、リアルタイムに熱保護

れがあります。

が可能です。

例えば、温度60℃でシステムの切断が必要な場合、システム

このようなセンサの主なメリットを以下に示します。

の確実な電源ダウンには適切な精度があることが最適です。
ヒステリシスは、システムが安定するため時間を確保し、制御
システムが頻繁に電源を入れ直すことを防止します。
図2の例

●

継続的に監視しなくても自律的に制御ユニットの熱保護
が行えます。

のように、10℃のヒステリシスがあれば、50℃～ 60℃の範囲
でのシステム性能は最適化されます。

●

ソフトウェアには依存しません。
保護用の温度監視ファー

ムウェアの代わりに、制御システムへの単純なアラートが

負の温度係数（NTC）ベースのサーミスタを用いる場合は、

使用されます。

温度に対するシステム誤差を最適化するために、ソフトウェ

アでサーミスタを線形化する必要があります。通常、線形化

●

は多項式の適用またはルックアップ・テーブルを用いて行い

ヒステリシスによって、トリップ・ポイントに対する温度
精度を保証します。

ます。このような方法はシステム全体のコスト増だけでなく、

●

消費電力にも影響します。シリコン・ベースで正の温度係数

簡単で費用効率の高い過熱 / 低温検出を保護回路の代
わりに使用します。

（PTC）を持つ線形性のサーミスタを使えば、ソフトウェアと
電力面でのペナルティはなくなります。

●

温度スレッショルドは抵抗により設定可能、あるいはピ
ンでプログラム可能です。場合によっては、温度スイッ
チを出荷時にプリセット可能です。

ディスクリート・ソリューション

●

NTCサーミスタを使った温度スイッチのディスクリート実装

アナログ出力が必要なアプリケーションでは、温度ス
イッチを活用し、アラートに加えてアナログ出力を提供

は非常によく見かけます。さらに、サーミスタ・ソリューショ

できます。

ンは低コストであると多くの場合考えられています。
しかしな
がら、熱保護の厳しい要求（性能保証など）に対して、ディス

統合型センサによってソリューション・コストが低下し、安全

クリート・ソリューションでは対応が困難で高コストとなる場
合も一般的です。ディスクリートで熱保護ソリューションを設

関連アプリケーションでは冗長性が得られます。

NTCサーミスタは非線形であるため、高温または低温のト

推奨デバイス

計する場合の重要な課題は、精度、信頼性、効率性です。

リップ・ポイントを高精度で維持することは、システム・コス

TMP303統合型温度スイッチは、ウィンドウ・コンパレータ

ト増につながる高精度部品の使用なしでは困難です。ハード

を使用し、非常に小さなフットプリント（SOT-563）、低消費

ウェア・ベースのスイッチング・アプリケーションでは、較正

電流（5µA 以下）、低電源電圧対応（最低1.4V）により、柔軟

は現実的ではありません。さらに、ディスクリート実装では、

な設計が可能です。動作のために追加部品は不要で、マイク

多数の部品の連携動作が必要で、システム信頼性も低下する

ロプロセッサやマイクロコントローラとは独立に動作可能で

可能性があります。

す。デバイス・オプションによって7つのトリップ・ポイントを
使用でき、出荷時に任意の温度にプログラム可能です。
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表1には、ディスクリートまたは統合型の温度スレッショルド

TMP390は、
図4に示すように、2個の内部コンパレータと2つ

検出アプリケーション用の代替デバイスを示します。

の出力を備えた、抵抗でプログラム可能なデュアル出力温度

スイッチです。TMP390は、超低 消費電 力（最 大1µA）で、
低電源電圧（1.62V）に対応します。高温、低温両方のトリッ

デバイス

最適化されたパラメータ

性能のトレードオフ

30℃のヒステリシスを2個の抵抗により選択できます。
個別の

TMP708

抵抗によりプログラム可能

精度の低下

用に独立したアラート信号を生成します。

LM56

プ・ポイントを任意の温度ウィンドウに設定可能で、5℃～

高温 / 低温トリップ出力により、マイクロプロセッサでの処理

内部コンパレータ2個、
過熱出力2個、

消費電力の増加

LM26

過熱とアナログ入力、UL 認定

精度の低下

TMP61

低消費電力、温度に対する線形性

追加部品が必要

アナログ出力1個

表1. 推奨代替デバイス

温度保護についての情報は、
表2の追加リソースをご覧ください。

図4. TMP390ブロック図

Resource

Title

アプリケーション・レポート

温度センサ：表面実装デバイスの
PCBガイドライン

アプリケーション・レポート

サーマル・ダメージからの
バッテリ電力管理システムの保護方法

表2. 関連 TIコンテンツ

エンジニアのための
温度センシング設計ガイド

25

Texas Instruments

第7章：温度補償と較正
CJCシステム内の RTD

どのようなシステムでも温度シフトを補正する際には、温度ド

リフトを考慮に入れる必要があります。温度は受動部品（抵

熱電対は、広い温度範囲をカバーする温度検出デバイスで

抗、コンデンサ）から能動部品（アンプ、データ・コンバータ、

す。熱電対は、異なる2種類の金属線を接合して作成されま

リファレンス、クロック）まであらゆるものに影響します。光

す。出力電圧は、温接点と冷接点間の温度差にほぼ比例し

部品でさえ温度ドリフトの影響を受け、強度、スペクトル偏

ます。熱電対は差分温度を測定するので、温接点の温度を

移、感度、ノイズなどを変化させます。高い線形性を持つTI

決定するには、冷接点の温度を知る必要があります。このプ

の高精度温度センサは、高精度システムで温度の影響を補正

ロセスは冷接点補償（CJC）として知られています。

するためのフィードバックを提供します。

白金 RTD は高精度であるため、冷接点の温度測定によく使

用されます。図2に、RTDリファレンスを使用した CJC 熱電
対システムのブロック図を示します。

セクション7.1
高精度温度センサを用いた温度補償
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使用されるセンサの大部分はアナログ・センサで、アナログ・

フロントエンドを使った正確なサンプリングを必要とします。
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GAIN

フィールド・トランスミッタの配置に起因する動作条件により、
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図2. RTD を使った CJC システムのブロック図

能性があり、何らかの形の温度補償が必要になります。

温度補償システムは従来、特に高精度と長寿命が必要な産

システムのブロック図は非常に簡単に見えますが、ノイズ、自

業用アプリケーションでは、白金抵抗温度検出器（RTD）の

己発熱、配置など、慎重な分析を要する検討事項が多数存

ような精度の高い温度センサを使用しています。

在します。RTDはトレース配線にも敏感で、トレース長をマッ

図1に示すように、RTDアプリケーションの多くは電流源を

チさせなければなりません。

使用してRTD 素子を励起し、RTD 両端に電圧差を発生さ

RTD をTMP117デジタル温度センサのような温度検出 ICに

せます。この電圧はRTD の抵抗値と励起電流に比例します。

置き換えることで、複雑さとコストを低減できます。

この電圧ポテンシャルは増幅され、A/Dコンバータ（ADC）
によりデジタル出力に変換された後、マイクロ・コントローラ

（MCU）に供給され、そこでルックアップ・テーブルを使用し

RTD をTMP117デジタル温度センサで置き換える

てデジタル出力値が温度に変換されます。

TMP117は、低電力、高精度アプリケーション用に設計され

たデジタル温度センサです。TMP117は、16ビットの温度結
果を0.0078℃の分解能で提供でき、出荷時較正済み性能は
−25℃～＋50℃の範囲で±0.1℃、−55℃～＋150℃の全温度
範囲では±0.3℃で、Class AA RTD の精度を上回ります。

図1. 基本 RTD 回路
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図3には、TMP117で行ったオイル・バス実験の結果を示し

図4は、RTD の代わりに TMP117を使用した CJCシステムの

で Class AA RTD の精度を満たせることを示しています。

シグマADC、プログラマブル・ゲイン・アンプ、RCフィルタ

ブロック図です。TMP117を使用したシステムでは、デルタ-

ています。このグラフは、TMP117が CJC アプリケーション

す。同時に、デバイスのデジタル読み出しにより、レイアウト

0.5

に関する複雑な考慮事項が少なくなります。
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図3. TI の TMP117とRTD の精度

図4. TMP117を使った CJC システムのブロック図

TMP117にはシャットダウン・モードがあり、デバイスは現在

フィールド・トランスミッタ用の高精度温度較正と補償に関す
る情報は、
表1の追加リソースをご覧ください。

実行している変換を中止して低電力シャットダウン・モード

に入ります。このモードでは、デバイスの消費電流が標準で

250nAとなり、自己発熱の影響を軽減します。MCUによりト
リガーされたとき、TMP117はワンショット変換モードを使っ

て15.5ms の高速温度変換を実行しますが、デューティ・サイ

クル1Hzでアクティブ電流はわずか3.5μAです。ワンショッ

ト変換完了後、デバイスは自動的に低電力シャットダウン・
モードに戻ります。これにより、RTDと比べてソフトウェア

Resource

Title

アプリケーション・レポート

フィールド・トランスミッタの
RTD Class AA を高精度デジタル
温度センサに置換

アプリケーション・レポート

TMP116による正確な温度測定

表1. 関連 TIコンテンツ

実装が簡単で、較正、外付け回路、トレースのマッチング、ケ
ルビン接続が不要となります。

TMP117はファースト・モード（400KHz）の I²C 通信をサポー

トし、またオフセット・レジスタを備えることで、測定結果を
MCUが読み込む前にユーザが定義したオフセットを自動的

に適用することができます。このような仕様により、TMP117
はフィールド・トランスミッタ用の CJC アプリケーションで低

消費電力要件を満たすために最適な選択肢となっています。
前 述 の と お り、TMP117は Class AA 薄 膜 RTD に 匹 敵 す

る精度を持ち、CJC アプリケーションでの使用時にPT100
RTDと比較してわずかな電力しか消費しません。
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セクション7.2

IC 温度センサとは異なり、サーミスタ・アプリケーションで

はバイアス抵抗が必要な場合がありますが、これはさらに誤

温度監視システムの較正方法

差の要因を追加します。システムの誤差は通常、システム・

はじめに

ゲイン誤差およびオフセット誤差として現れますが、これらは

製造工程のばらつきは別にして、温度センサはさまざまな環

較正を使ってある程度まで軽減できます。

境的要因によって影響を受けます。これには、保管、出荷、

非線形システムの場合、アプリケーションによっては、追加の

組み立て時の熱ストレス、機械的ストレス、放射、湿度、経年

線形化ステップが必要になります。図2に、一般的な3ステッ

劣化などがあり、最終システムでの実装後にデバイス固有の

プの工程を示します。この図には平均値の線しか描かれてい

特性（精度、信頼性など）が変化する要因となる可能性があ

ません。実際のセンサ出力には、平均に関する統計的分布

ります。

が生じます。

温度センサの物理的配置は、局所的な温度勾配により、
（対

象熱源に対して相対的な）デバイスの見かけ上の精度に大き

Actual output

な影響を与えます。見かけ上の精度と固有の精度の間には差
があります。見かけ上の精度は物理的設計（熱移動特性を

改良したプリント基板 [PCB] 設計など）で改善できますが、
精度は固有のデバイス特性です。さらに、温度センサに接続

2. Linearized

された外付け部品（A/Dコンバータ[ADC] やフィルタなど）

がシステム全体の性能に大きな影響を与える場合もあります。

3. Calibrated
(ideal)

1. Actual

環境要因とシステムの電気的要因の両方により、追跡可能な
精度を達成するには較正が必要となる場合があります。

TMP236などのアナログ温 度センサまたは負の温 度係 数

（NTC）のサーミスタでは、電圧を温度に変換するADC が
必要です。ADC からの誤差が加わるため、この回路部品の

追加はシステム全体の性能に影響を与えます。
図1にサーミス

Ideal output

タ回路の例を示します。

図2. 一般化された温度センサ較正の3ステップ

トレーサビリティ用のシステム較正
システム較正プロセスでは、最終組み立て後の測定システム
を既知の追跡可能な測定標準（NIST、UL、ENなど）と比
較し、定量化可能な測定不確実性を規定します。最良の場
合、システム応答は線形で、システムは単純なオフセット補正

またはゲインとオフセットの補正だけで簡単に較正できます。
しかしながら、温度センサは完全に線形ではないため、線形
化なしでは簡単に較正できません。通常、非線形システム応

答には、ゲインとオフセットの較正前にルックアップ・テーブ
ルを使ったマルチポイント線形化 , が必要です。

図1. サーミスタを使った温度センシング回路例
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アナログ温度監視システム

です。これらの追跡可能なデバイスは製造時に線形化と較正

が行われ、システム実装を大幅に単純化します。
TMP117には、

アナログ温度監視システムでは、高度な精度とトレーサビリ

（物理システムの温度勾配などによる）
任意の温度オフセットの

ティを実現するため、線形化と較正が必要です。線形化の

較正を可能とするオフセット・レジスタがあります。

程度はセンサ自体の線形性に依存します。NTCサーミスタ

は一般に、アナログ IC 温度センサ（TMP236など）と比較し
て、線形化に多くのシステム・トレードオフ
（メモリ、CPUサイ

TI 温度センサと設計のヒント

クル、感度など）が必要です。アナログIC温度センサは通常、

表1に、TI の温度センサの主な最適化されたパラメータとそ

NTCサーミスタと比較して広い温度範囲にわたって線形性

のトレードオフを示します。

があります。それでも、追跡可能なシステム・レベルの精度
を達成するには、較正という追加ステップが必要です。

デバイス

最適化されたパラメータ

性能のトレードオフ

TMP117

較正と線形化が不要、
高精度

アナログ・センサと比べて
読み取り時間が長い可能性

することで、システムの全数に対する適切な補正係数が決ま

TMP236

外付けバイアス回路なしで
リニア・アナログ出力

ADC を必要とする可能性

験段階中に行われる較正方法では、シングル・ポイントの室

TMP390

較正と線形化が不要、
統合型温度スイッチ

デジタル・センサより
機能が少ない

ポイント較正は、システム精度を改善できますが、費用がか

TMP61

2ピン、小型パッケージ、
線形の抵抗

ADCとバイアス回路を
必要とする可能性

較正方法
生産目的では、統計上有意なシステム数（例えば30）を較正
ります。統計的アプローチは生産コストを抑えます。生産試

温較正を使用する場合もあります。生産試験段階のマルチ
かります。従って、マルチポイント較正プロセスは通常、生産

表1. 推奨代替デバイス

量が比較的少ない専用システムに適用されます。
較正方法に

よらず、基準プローブの精度とトレーサビリティは較正の不可
欠な要素です。

プリント基板のガイドライン、周囲空気測定、または線形化
についてさらに詳しく知るには、
表2をご覧ください。

較正不要なセンサ
アナログ温度センサとは異なり、TMP117などのデジタル温度

Resource

センサでは、追跡可能なシステム精度を達成するために、追加

アプリケーション・レポート

のシステム線形化および較正は不要です。図3に示すように、
デジタル・センサは実際にはオン・チップの温度監視システム

V+

ADD0
SCL

Serial
interface

SDA

Title
温度センサ：表面実装デバイスの
PCBガイドライン

アプリケーション・レポート

外気温度の測定に関する設計上の
考慮事項

アプリケーション・レポート

広い動作温度範囲にわたって
サーミスタ線形化誤差、メモリ、
および電力要件を低減する方法

表2. 関連 TIコンテンツ

Register
bank

Alert

EEPROM

Oscillator

その他のリソース

Control
logic

TI Precision Labsビデオ・トレーニング

Internal
thermal
BJT

Temperature
sensor circuitry

リファレンス・デザイン
ADC

Analog Wireブログ
TI E2E™ コミュニティ

GND

表2. 関連 TIコンテンツ

図3. TMP117機能ブロック図
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可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に
許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与さ
れている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI および
その代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件（www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html）、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供
する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意
味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
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