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実用回路デザイン集

Circuits from the Lab®実用回路デザインは今日のア

ナログ・ミックスド・シグナル、RF回路の設計上

の課題の解決に役立つ迅速で容易なシステム統合

を行うために作製、テストされました。詳しい情

報と支援については www.analog.com/jp/CN0341をご

覧ください。 

接続／参考にしたデバイス 

AD7866 デュアル、1MSPS、12 ビット、同時

サンプリング型 SAR ADC 

AD8227 広い電源電圧範囲のレール to レール

出力計装アンプ

AD8615 低オフセット、低ノイズ、高精度オ

ペアンプ

磁気抵抗による線形位置測定 

評価および設計サポート 
回路評価ボード 

CN-0341 回路評価ボード（EVAL-CN0341-SDPZ） 
システム・デモ用プラットフォーム（EVAL-SDP-
CB1Z） 

設計と統合ファイル 
回路図、レイアウト・ファイル、部品表 

回路の機能とその利点 

図 1 に示す回路は非接触 AMR（異方性磁気抵抗）を用

いた線形位置測定ソリューションです。精度は 0.5 イン

チの範囲で 2 ミル（0.002 インチ）です。この回路は長

さおよび位置の非接触測定を高速かつ高精度に実現し

たいアプリケーションに最適です。

この回路は、AMR センサーからの低い信号レベルの出

力を、効率よく処理するためのシグナル・コンディシ

ョニング(計装アンプ、バッファ、2 チャンネル ADC な

ど)の必要な全てを備えています。 

この結果、業界をリードする位置測定ソリューション

が実現し、バルブおよびフロー測定、工作機械の速度

制御、モーターの速度測定といった、工業分野などで

の堅牢なアプリケーションに応用することができます。

図 1. 磁気抵抗線形位置測定システム（簡略回路図：全接続の一部およびデカップリングは省略されています）
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回路説明 

Sensitec 社の AA745 は AMR をベースにした角度センサ

ーです。互いの相対角度が 45°の、ガルバニック絶縁さ

れた 2 つのホイートストン・ブリッジを備えています。

AA745 はオフセット電圧が小さく（±2mV）、高信号振

幅（70mV）です。磁界が回転することで、センサーが

励起され、±70mV の出力電圧を生じます。 

AD8227 計装アンプは目的の信号を増幅し、ホイートス

トン・ブリッジの 2.5V の同相電圧を除去します。VREF

ピンを 2.5V に駆動することにより、計装アンプの同相

出力電圧が 2.5V に設定されます。2.96kΩのゲイン設定

抵抗により利得が 32 に設定されます。この計装アンプ

により、2.5V±70mV の AA745 のブリッジ出力は、0.2V
～4.8V のアナログ出力電圧になります。 

回路の信号帯域幅は AD8227 によって決まり、帯域幅

は 32 の利得で約 100kHz です。 

ユニティ・ゲインの AD8615 オペアンプは計装アンプ

の出力電圧をバッファし、ADC に直接接続されます。

このバッファはレール to レール出力段を備えており、

電源レールの 200mV 以内まで振幅します。 

AD7866 は 2 チャンネルの 12 ビット 1MSPS SAR ADC
です。RANGE ピンの極性により、アナログ入力範囲と

出力コードが決まります。チップ・セレクトがローで、

このピンがロジック・ハイのとき、次に AD 変換され

るアナログ入力範囲は 0V～2VREF（0V～5V）になり、

バッファ・アンプからの 0.2V～4.8V の信号入力に対し

て、ヘッドルームは約 200mV となります。 

また、REFSEL ピンをローに接続すると、ADC は内部

の 2.5V リファレンス電圧を使用するように設定されま

す。この内部リファレンス電圧は VREFピンを通して外

部で使用できますが、システムの他の場所で使うには

バッファが必要です。ADC の適切な動作を保証するた

めに、DCAPA ピンおよび DCAPB ピンは 470nF のコンデ

ンサでデカップリングしています。リファレンス電圧

出力は AD8615 によってバッファされ、AD8227 計装ア

ンプの同相出力電圧を設定します。 

AD7866 は磁気抵抗センサーの両方のチャンネルを同時

にサンプリングします。AD 変換後のデジタル・ワード

は通常 DOUTA および DOUTB で得られ、各データ・スト

リームは先頭の 1 ビットのゼロ、それに続く 3 ビット

のステータス・ビット、さらに続く 12 ビットの変換デ

ータで構成されます。ただし、さらに 16 クロック・サ

イクルの間チップ・セレクトをローに保持することで、

両方のデジタル・ワードを 1 つのチャンネル（DOUTA）

から読み出すことができます。 

SPI インターフェースにより、1 本のデータ・ラインか

ら両方のチャンネルにアクセスすることができます。 

磁気抵抗（MR）の理論 
磁気抵抗は、外部磁界に曝された際に物質の抵抗値が

変化する性質です。最も普及している MR センサーは、

異方性磁気抵抗（AMR）効果をベースにしています。 
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図 2. 異方性磁気抵抗の例 

 
AMR 効果の例を図 2に示します。導体を流れる電流

（I）は外部磁界（HY）に曝されます。導体の抵抗値は

磁化ベクトル（M）と電流ベクトル（I）の間の角度

（Ø）の関数として変化します。磁化ベクトルは内部磁

界（HX）と、加えられた外部磁界（HY）の純合計です。 

磁化ベクトル（M）が電流ベクトル（I）に並行のとき、

抵抗値は最大になります。磁化ベクトル（M）が電流

ベクトル（I）と垂直のとき、抵抗値は最小になります。 

AMR 効果を効果的に利用するには、導体が機械的応力

の影響を受けにくく、磁気拘束力に敏感な素材でなけ

ればなりません。これらの理由で、パーマロイ（ニッ

ケル 80%、鉄 20%）合金が AMR センサーの製造に最

も多く使われています。 

パーマロイの性質 

パーマロイ・ストリップには、角度測定システムの開

発時に設計上問題となる性質が 2 つあります。 

1 つ目は、パーマロイの線形動作領域が狭いことです

（図 3 参照）。磁化ベクトル（M）と電流ベクトル

（I）の間の角度（Ø）が大きいときだけ、応答が線形

になります。不便なことに、応答は線形になるとすぐ

に飽和してしまいます。 
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図 3. パーマロイの抵抗値対磁界 

2 つ目は、パーマロイは極性に対して反応しません。磁

化ベクトル（M）と電流ベクトル（I）の角度（Ø）の

正負に関係なく、パーマロイ・ストリップの抵抗値は

減少します。 

バーバーポール 

パーマロイ・ストリップの直線性および極性に対する

無感応性を改善するのに使われる一般的な方法は、図

4 に示すように、ストリップの軸に対して 45°の角度で

アルミのストライプ（縞模様）を追加することです。

これはバーバーポール（理髪店の赤青白が巻かれた棒

状の看板）と呼ばれます。バーバーポールの間を流れ

るどの電流も最短経路（垂直経路）をとるので、電流
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ベクトル（I）と磁化ベクトル（M）の角度が 45°シフ

トします。 
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図 4. パーマロイ・ストリップのバーバーポール効果 

バーバーポールをパーマロイ・ストリップに追加した

結果を図 5 に示します。電流ベクトルは 45°シフトしま

すが、磁化ベクトルは変化せず元のままです。図 5 の

中央付近で線形動作が見られることに注意してくださ

い。 
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図 5. バーバーポール型パーマロイの抵抗値対磁界 

磁界の強度と方向 

AA745 磁気抵抗センサーには、データシートに記載さ

れた誤差仕様を保証するために最小磁界強度 25kA/m
が必要です。この励起磁界はセンサーのパッケージの

中心と交差する必要があります。 

磁石を選択する際は、図 6 に示すようにセンサーと磁

石の間のエアギャップ d を考慮します。磁石とセンサ

ーの間の距離を磁石の長さの半分に等しくします（d = 
0.5 × L）。また、磁石とセンサーを 3 次元でできるだ

け正確にアラインさせることが不可欠です。ミスアラ

イメントがあると誤差が生じ、目的の信号に非直線性

を生じます。全ての次元のミスアライメント誤差につ

いては「テスト結果」のセクションで検討します。 

d

L

SENSOR

12
11

5-
00

6

 
図 6. 線形位置測定のための磁石の方向とエアギャップ 

センサーの基礎 

標準的な AMR センサーは 2 個のホイートストン・ブリ

ッジで構成されており、一方のブリッジは他方のブリ

ッジに対して 45°の相対角度を持っています。パーマロ

イ・ストリップが両方のブリッジの各要素を構成して

おり、公称抵抗値は 3.2kΩです。 
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図 7. AA745 のデュアル・ホイートストン・ブリッジ構成 

AA745 の最大ピーク信号振幅は 70mV（5V 電源で

14mV/VCC）です。センサーのオフセット電圧は±10mV
（5V 電源で±2mV/VCC）であり、使用可能な出力信号

は 2.5V±0.70mV となります。回転している磁界は、図

8 に見られる sin (2ø) および cos (2ø) の出力を生じます。

両方の信号とも 180°の範囲で周期的なので、回路と部

品を追加しないと 360°全体の測定は不可能です。 
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図 8. 電磁抵抗センサーの出力電圧 

チャンネル感度 

センサーの公称感度は各チャンネルで 2.35mV/°です。

つまり、磁化ベクトルとセンサーの方向のなす角度が

1 度変化するごとに出力電圧が 2.35mV 変化します。感

度は角度に対して一定ではありません。感度が低下す

る領域は、どの出力もラインの傾きがゼロに近づく部

分です。 

図 8を見ると、チャンネル 1（青線）は磁化ベクトルの

角度が 45°または 135°に近づくと感度が低下していま

す。同様に、チャンネル 2（赤線）は 0°および 90°の周

辺で感度が低下しています。幸いなことに、片方のチ

ャンネルの感度が下がるとき、他方のチャンネルは感

度が高い領域にあります。 

ソフトウェアはこの利点を活かして、その時点で精度

が高い方のセンサーによって角度を測定します。チャ

ンネル 1 が 45°に近づくと、チャンネル 2 が角度の計算

に使用され、システムの精度を維持します。 

テスト結果 

EVAL-CN0341-SDPZ PCB は、磁石をデジタル・ノギス

のアームに装着してテストします。この PC ボードは、

AA745 AMR センサー（U5）の面が磁石面に垂直にな

るように装着されています。磁石が動くと、ノギスが
Rev. 0 － 3/8 － 
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移動距離を 0.0005 インチの精度で表示します。同時に、

磁力線がセンサーと交差し、使用可能な出力電圧を発

生します。セットアップの機能図を図 9 に、セットア

ップの写真を図 10 に示します。 

 
図 9. センサー測定テストの模式図 

 

 
図 10. センサー測定テストの写真 

テストに使用する磁石は長さが 2 インチで、センサー

から 1 インチ離します。磁石を動かしながらデータを

集め、評価用ソフトウェアの測定値をノギスのデジタ

ル・ディスプレイの測定値と比較します。図 11 に 1.0
インチの範囲で記録された出力位置誤差を示します。

誤差は全範囲で±2 ミルです。 

 
図 11. 磁界の位置誤差：1.0 インチの範囲、 

4 枚のボードのデータを記載 

測定範囲を 0.4 インチに制限すると、誤差は小さくなり

ます。0.4 インチでは図 8 に示されている三角関数波の

線形部分に一致しており、測定を 30˚の範囲に制限して

いることに注意してください。この変更された範囲に

新しい利得補正係数を適用すると、誤差は図 12 に示す

±1 ミルになります。 

 
図 12. 磁界の位置誤差：0.4 インチの範囲、 

4 枚のボードのデータを記載 

図 13 に示すように、センサーは磁石本体の中央に位置

するように置かれています。一般的な誤差要因である

垂直方向のミスアライメントは、センサーが磁石に対

して上下に動く際に生じます。 

 
図 13. ベンチテストのセットアップの写真： 

垂直方向のミスアライメント 
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図 14 はセンサーと磁石の垂直方向のミスアライメント

によって生じる誤差を示しています。このテストは、

データを収集する前に、PCB を 0.25 インチおよび 0.5
インチだけ上下に動かして行います。1.0 インチの測定

範囲では、上下に 0.25 インチ動かすと性能が大きく低

下し、計算値に数ミルの誤差が加わります。センサー

を上下に 0.5 インチ動かすと状態はさらに悪化し、元の

測定値に数十ミルの誤差が加わります。 

 
図 14. 磁界の位置誤差：垂直方向のミスアライメント 

このような大きな誤差は、利得補正係数を変更すると

小さくできますが、完全に除去することはできません。

磁石からの距離を負方向に大きくすると磁界強度およ

び磁力線の方向に影響を与え、データの一部が復元で

きなくなります。 

図 15 に、2 つ目の一般的な誤差要因である回転方向の

ミスアライメントを示します。センサーと磁石は垂直

方向に対しては理想的な位置に置かれていますが、セ

ンサーが磁石面に並行ではありません。 

 
図 15. 回転方向のミスアライメント 

図 16 に、この誤差要因による測定値を示します。緑線

は並行構成で記録された誤差を示しており、赤線と青

線はセンサーを磁石面に対して左右に回転させること

によって生じる追加の誤差を示しています。 

 
図 16. 磁界の位置誤差：回転のミスアライメント 

図 17 に、最後の一般的な誤差要因であるセンサーから

磁石までの距離を示します。センサーと磁石の間の理

想的距離は磁石の長さの半分です。この距離を増減す

ると、測定に誤差が生じます。図 17 は磁石とセンサー

が互いに近すぎるベンチテストのセットアップを示し

ています。 

 
図 17. 磁石とセンサー間距離を変動させる 

磁石とセンサー間の距離を 0.1 インチ、0.5 インチ、1
インチに設定してから、データを収集します。図 18 に、

異なる設定による誤差を示します。 

 
図 18. 磁石とセンサー間距離を変えた時の位置誤差 
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このような大きな誤差は、利得補正係数を変更すると

小さくできますが、完全に除去することはできません。

磁石からの距離を負方向に増減すると磁界強度および

磁力線の方向に影響を与え、データの一部が復元でき

なくなります。 

今回の全ての測定と計算に使用した LabVIEW®評価用

ソフトウェアのスクリーンショットを図 19 に示します。 

 
図 19. CN-0341 評価用ソフトウェアの画面の写真 

Calibration（校正）タブにより、各ホイートストン・ブ

リッジの最大電圧および最小電圧（VMAXおよび VMIN）

出力を決定します。これらの値を知ることにより、電

圧をデジタル・コードに対してより正確にマッピング

することができます。値をマニュアルで入力すると、

計算による誤差を最小限にできます。 

PCB レイアウト時の考慮事項 

高精度が求められる回路では、ボード上の電源とグラウ

ンド・リターンのレイアウトを慎重に行う必要がありま

す。PCB では、デジタル部とアナログ部をできるだけ

分離するようにします。このシステムの PCB は、面積

の大きいグラウンド・プレーン層と電源プレーン・ポ

リゴンを積み上げた 4 層に構成しました。レイアウト

とグラウンディングの詳細については MT-031 Tutorial
を、デカップリング手法については MT-101 Tutorial を
参照してください。 

適切にノイズを抑え、リップルを下げるため、全ての

IC への電源は 1µF と 0.1µF のコンデンサでデカップリ

ングする必要があります。これらのコンデンサはでき

る限りデバイスの近くに配置します。全ての高周波デ

カップリングにはセラミック・コンデンサを推奨しま

す。  

電源ラインはできるだけ太いパターンにしてインピーダ

ンスを小さくし、電源ライン上のグリッチによる影響を

減らす必要があります。クロックなどの高速スイッチ

ング・デジタル信号は、デジタル・グラウンドを使っ

てボード上の他の部分からシールドする必要がありま

す。この PCB の写真を図 20 に示します。 

この回路ノートに関する設計サポート・パッケージは

www.analog.com/CN0341-DesignSupport で入手できます。 

 
図 20. EVAL-CN0341-SDPZ PCB の写真 

バリエーション回路 

CN-0323回路ノートに記載されている角度位置測定シ

ステムから線形位置測定システムを作成するには、2 箇

所を変更する必要があります。まず、AA747 センサー

を AA745 で置き換えます。このセンサーは直線運動を

検出するもので、電気的特性は AA747 と同じです。次

に、磁石を、図 21 に示すように N 極と S 極が交互に配

置された多磁極棒磁石で置き換えます。 

 
図 21. 線形位置測定用磁石、PCB およびセンサー 

AA745 は PCB の端に揃えて取り付けた水平パッケージ

で提供されます。これにより、磁石とセンサー間の距

離を最適化することができます。理想的な距離は磁極

の長さの半分です。 

センサーは、磁石と並行に移動しながら、磁極の長さ

だけ進むごとに 180°回転する磁界を検出します。磁極

の長さ(P)とセンサーの角度精度(ΔØ = 0.05°)により理論

上の精度(Δx)が決まります。 
Δx = P × ΔØ/180° 
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これにより、1 つの磁極の長さだけの絶対測定システム

が得られます。磁石に複数の磁極がある場合は、通過

した磁極の数を数えると、さらに正確な測定値が得ら

れます。この機能を実装するには、追加の電子部品が

必要です。一般的には磁極の長さが異なる 2 つ目の磁

石は、追加されたセンサーのためのリファレンスとし

ての役割があります。 

回路の評価とテスト 

この回路は、EVAL-SDP-CB1Zシステム・デモ用プラッ

トフォーム（SDP）評価ボードとEVAL-CN0341-SDPZ回
路ボードを使用します。これら2枚のボードはお互いに

嵌合する120ピンのコネクタを備えているので、手早く

組み立てて回路の性能を評価することができます。 

EVAL-CN0341-SDPZ には、この回路ノートで説明したよ

うに評価対象の回路が含まれています。EVAL-SDP-
CB1Z は、CN-0341 評価用ソフトウェアとともに使用し、

EVAL-CN0341-SDPZ 評価ボードからデータをキャプチャ

し、PC と通信します。 

必要な装置 

以下の装置が必要です。 

• USB ポート付きの Windows® XP、Windows Vista®
（32 ビット）または Windows® 7（32 ビット）を

搭載した PC 
• EVAL-CN0341-SDPZ 評価ボード 
• EVAL-SDP-CB1Z 評価ボード 
• 6V 電源または AC アダプタ 
• CN-0341 評価用ソフトウェア 
• センサー・パッケージでの最小磁界強度が 25kA/m

のネオジム磁石 

評価開始にあたって 

CN-0341 評価用ソフトウェア CD を PC に挿入し、評価

用ソフトウェアをセットアップします。マイコンピュ

ータから評価用ソフトウェアが入っているドライブを

探し、Readme ファイルを開きます。Readme ファイル

に記載された指示に従って評価用ソフトウェアをイン

ストールし使用してください。 

機能ブロック図 

図 22 にテスト・セットアップの機能ブロック図を示し

ます。 

6V
POWER
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J1 120-PIN
CONNECTOR

EVAL-CN0341-SDPZ EVAL-SDP-CB1Z

PC

12
11

5-
02

2

 
図 22. テスト・セットアップのブロック図 

 

セットアップ 

EVAL-CN0341-SDPZ の 120 ピン・コネクタを EVAL-SDP-
CB1Z のコネクタに接続します。120 ピン・コネクタの

端部にある穴を利用し、ナイロン製の固定用部品を使

って 2 枚のボードをしっかりと固定します。 

電源をオフにして、6.0V の DC ジャックをコネクタ J4
に接続します。さらに、EVAL-SDP-CB1Z に付属の

USB ケーブルを PC の USB ポートに接続します。注：

この時点では、まだ USB ケーブルを SDP ボード上の

MiniUSB コネクタに接続しないでください。 

ネオジム磁石を IC の上面に直接、または磁石回転用の

治具に取り付けます。これにより、IC と磁石間の距離

が最小になります。  

センサーの出力電圧は漂遊磁場により誤差を生じる恐

れがあるので、他の磁界発生源を IC から遠ざけて配置

することが重要です。 

テスト 

DC ジャック（コネクタ J4）に給電します。CN-0341 評

価用ソフトウェアを起動し、PC からの USB ケーブルを

EVAL-SDP-CB1Z の MiniUSB コネクタに接続します。 

USB 通信が確立すると、EVAL-SDP-CB1Z ボードを使用

して、EVAL-CN0341-SDPZ との間でシリアル・データの

送受信およびキャプチャを行うことができます。 

EVAL-SDP-CB1Z については、SDP ユーザー・ガイド

（英語）を参照してください。 

テスト・セットアップと校正についての詳細、および

データ・キャプチャ用評価ソフトウェアの使用方法に

ついては、CN-0341 Software User Guideに記載されてい

ます（www.analog.com/CN0341-UserGuide）。 
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さらに詳しくは 

CN-0341 Design Support Package：
http://www.analog.com/CN0341-DesignSupport 

MT-031 Tutorial：データ・コンバータのグラウンディ
ングと、「AGND」および「DGND」に関する疑問の
解消, Analog Devices. 

MT-101 Tutorial：Decoupling Techniques, Analog Devices. 

AN-688 Application Note：Phase and Frequency Response 
of iMEMS Accelerometers and Gyros, Analog Devices 

AA700 Application Note：AMR Freepitch Sensors for 
Angle and Length Measurement, Sensitec 

データシートと評価ボード 

CN-0341 回路評価ボード（EVAL-CN0341-SDPZ） 

システム・デモ用プラットフォーム（EVAL-SDP-
CB1Z） 

AD7866 データシート 

AD8227 データシート 

AD8615 データシート 
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