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はじめに：電子システムの熱管理
電子システムの熱管理は、以下に説明する 3 つのうちの 1 つ以上を目的として行われます。
1. 制御 温度データは多数の制御システムに入力されます。制御システムは、温度が特定の
スレッショルドよりも低下すると必ずヒーターを作動させる室温用オン/オフサーモスタットコント
ローラのように簡単な場合もあれば、測定した温度を使用して複数のファンの速度を調整する
ことによってシステムの部品を適切に冷却すると同時に、速度の変化ができるだけ耳に聞こえ
ないようにファン速度を変更するといった、複雑なファン速度制御システムの場合もあります。
2. 較正 温度データを使用することで、温度に依存した部品の誤差を補正することができます。
較正機能は、単にオペアンプ回路を備えたアナログ温度センサーを使用するだけで実現す
ることができますが、データ収集システム用として 5°C 当り 12 ビットの補正係数を備えた参照
テーブルを用いる、はるかに複雑な較正もあります。たとえば、TCXO (温度補償水晶発振器)は、
温度を利用して水晶発振器の動作パラメータを調整し、水晶の共振周波数の温度によるずれ
を補償します。圧力トランスデューサなどのセンサー用信号コンディショナは、温度データを使
用して、熱で生じたトランスデューサの特性ドリフトを補正します。
3. 保護 電子システムの部品の多くが、周囲条件、隣接する部品の電力消費、または自身の
電力消費によって極端な温度にさらされる可能性があり、これによって部品が損傷することが
あります。熱管理部品を配備すれば、損傷を引き起こす前に危険となりうる熱条件を検出
(場合によっては排除)することができます。この解決策の場合も前述と同様、回路基板の部品
を損傷から保護する温度過昇/過降検出器のように簡単な場合もあれば、さまざまな外部条件
の下で適切な動作温度を確保するために多数の場所の温度データを使用する冷却システム
のように複雑な場合もあります。
このハンドブックでは、熱管理デバイスを紹介し、このデバイスの使用方法についていくつか説明します。
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温度検出技術
熱管理は温度測定から始まります。Maxim は、このような測定のための多種多様な温度検出 IC を
製造しています。さまざまなタイプの IC センサーに加え、他にも電子システムでの温度測定を可能
にするいくつかの技術があります。この項では、より広く使用されている手法のいくつかを取り上げます。
応用回路例については、このハンドブック後半の｢熱管理部品を使用する(原理と応用回路)｣という
タイトルの項を参照してください。

サーミスタ
サーミスタは、温度に依存した抵抗器で、通常、金属酸化物セラミックや金属酸化物ポリマーなどの
伝導体材料で作られています。最も広く使用されているサーミスタは負の温度抵抗係数(NTC)である
ため、よく NTC と呼ばれます。正温度係数(PTC として知られる)のサーミスタもあります。
サーミスタの特性としては、中程度の温度範囲(より高温に対応しているサーミスタもありますが通常
は最大+150°C)、低～中程度のコスト(精度に依存)、貧弱だが予測の可能な直線性、および信号調整
の必要性が挙げられます。サーミスタは、プローブ、表面実装パッケージ、ベアリード付き、およびさま
ざまな特殊パッケージで提供されます。Maxim は、サーミスタの抵抗をディジタル形式に変換する IC
を製造しています。
サーミスタを使用して温度を測定する一般的な手法を図 1 に示します。ここではサーミスタと固定値
の抵抗器が電圧分圧器を形成しています。分圧器の出力は、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)
によってディジタル化されます。

図 1. この基本回路はサーミスタを ADC にインタフェース接続する方法を示しています。抵抗器 R1 とサーミスタに
よって電圧分圧器を形成し、温度に依存した出力電圧が得られます。

NTC サーミスタ
NTC は、測定アプリケーションに最もよく使用されるサーミスタです。通常、金属酸化物半導体材料で
成形され、大きな負の温度係数を備えています。図 2 は、一般的な NTC の抵抗と温度との関係を示
しています。抵抗対温度曲線の非直線性に留意してください。
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(a)

(b)
図 2. 標準的な NTC の抵抗対温度曲線。定格抵抗値は+25°C で 10kΩ です。曲線(a)の非直線性と相対的な温度
係数が大きいことに留意してください。曲線(b)は対数目盛に基づいたもので、顕著な非直線性も表しています。
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NTC の非直線性のために、広範囲の温度を測定する必要があるときに測定が困難になることに
留意してください。両極値の温度では、図 2 の曲線の傾きが大幅に減少するため、NTC とともに使用
する ADC のいかなる実効温度分解能もこれら極値で低下します。広範囲の温度を測定する必要
がある場合には、高分解能 ADC の使用が必要になる可能性があります。
図 1 のような電圧分圧器の回路内の固定抵抗器と NTC を組み合わせることによって、図 3 に示すよう
に若干の線形化を実現することができます。固定抵抗器に適切な値を選択すれば、曲線が最も直線
的である温度範囲をシフトすることでアプリケーションニーズを満たすことができます。

図 3. 図 1 のような NTC の電圧分圧器を形成することによって、限定された温度範囲に対して NTC の抵抗曲線を
線形化することができるようになります。NTC と外付けの抵抗器 R1 の電圧は温度の関数として示されています。
0°C～+70°C のとき電圧がほぼ直線的であることがわかります。

NTC の精度の仕様には相当な幅があります。この仕様範囲の一方の限界では、サーミスタは、単一
温度でのみ保証されており、非常に低コストです。この部品は、保証されている温度の下で実際の
値の数度以内という、大まかな温度の目安を示すことができます。ただし、その他の温度では保証
されません。仕様範囲の他方の限界では、サーミスタは、広範囲の温度に対して 1 度の何分の一の
精度まで保証されており、価格ははるかに高くなりますが、互換性があります。
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RTD
測温抵抗体(RTD)は、温度で抵抗が変化する抵抗器です。白金が最も一般的で、最も正確な線材です。
白金の RTD は Pt-RTD と呼ばれています。ニッケルや銅などのその他の金属も RTD の製作に
使用されます。RTD の特性としては、幅広い温度範囲(最大+750°C)、優れた精度と再現性、適度な
直線性、および信号調整の必要性が挙げられます。
RTD は精度と安定性に優れ、広い温度範囲を備えているため、計器、プロセス制御、自動車システム
などのさまざまな高精度アプリケーションで使用されています。
Pt-RTD の場合、0°C における最も一般的な定格抵抗値は 100Ω と 1kΩ ですが、他の値も利用可能
です。0°C～+100°C における傾きの平均をアルファ(α)と呼びます。この値は白金の中の不純物やそ
の濃度によって変わります。アルファとして最も広く使用されている 2 つの値は 0.00385 と 0.00392
であり、IEC751 (Pt100)と SAMA 規格に対応しています。
以下の Callendar-Van Dusen の方程式が示すように、抵抗対温度曲線はほぼ直線ですが、若干の
湾曲があります。
R(T) = R0(1 + aT + bT2 + c(T - 100)T3)
ここで、
T = 温度(°C)
R(T) = T における抵抗値
R0 = T = 0°C における抵抗値
IEC751 では、α = 0.00385055 と以下に示す Callendar-Van Dusen 係数の値が指定されています。
a = 3.90830 x 10-3
b = -5.77500 x 10-7
c = -4.18301 x 10-12 (-200°C ≤ T ≤ 0°C の場合)、 0 (0°C ≤ T ≤ +850°C の場合)
図 4 は、α を使用した直線近似で Pt100 RTD の抵抗対温度曲線を示しています。直線近似の精度は、
-20°C～+120°C の範囲で±0.4°C よりも良好であることに留意してください。図 5 は直線近似から
計算した値と実際の抵抗値との間の誤差(単位：度)を示しています。
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図 4. Pt100 RTD の抵抗対温度。また、0°C～+100°C の範囲での直線近似を示しています。

図 5. 0°C～+100°C の傾きに基づく線形近似と比較した Pt100 の非直線性

RTD の信号調整は、高精度の電流源、電圧リファレンス、および高分解能 ADC で構成されています。
図 6 に RTD の信号調整回路の例を示していますが、さまざまな形態が可能です。線形化は、参照
テーブルまたは外付けの線形回路で実行することができます。電流源の代わりに高精度な外付けの
抵抗器を使用することもできます。
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図 6. RTD の簡易信号調整回路

RTD のコストは、精度とパッケージのオプションによって高くなることがあります。RTD は、プローブ、
表面実装パッケージ、およびベアリード付きで提供されます。

熱電対
熱電対は、異なる金属からなる 2 本のワイヤを接合することで製作されます。ワイヤ間の接点がほぼ
温度に比例した電圧を生成します。熱電対の特性としては、広い温度範囲(最大+1800°C)、低コスト
(パッケージに依存)、超低出力電圧(K 型で約 40μV/°C)、適度な直線性、および中程度に複雑な
信号調整(冷接点補償と増幅)があります。熱電対には複数のタイプがあり、文字で表されます。最も
よく使われる熱電対は K 型です。
図 7 は K 型熱電対の出力電圧対温度を示しています。曲線はかなり直線的ですが、絶対直線から
は明らかに大きくずれています。図 8 は直線近似からのずれを示しており、平均感度が 41.28μV/°C の
場合の 0°C～+1000°C における線形出力を想定しています。実際には、実際値を計算するか、また
は参照テーブルを使用することによって直線性補正を行うことができます。
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図 7. K 型熱電対の出力電圧対温度

図 8. K 型熱電対の直線近似からのずれ

熱電対の出力は低いため、熱電対で温度を測定することは幾分難しくなります。また、熱電対のワイヤが、
信号調整回路に接続された銅のワイヤ(または配線)に接触する点で追加の熱電対が生成されるため、
なお一層測定が複雑になります。この接触点は、冷接点と呼ばれます(図 9 を参照)。
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図 9. 簡単な熱電対回路。金属 1 と金属 2 の間の接合部が、熱電対の主となる接合部です。金属 1 と金属 2 の
ワイヤが測定デバイスの銅線または PCB の配線と接合される場所で、その他の熱電対が存在します。

最終的な結果は、熱電対で発生した電圧から冷接点温度における同様の熱電対の電圧を差し引い
たものがこの回路の出力電圧であると考えられます。したがって、熱電対が+525°C で冷接点が
+25°C である場合、VOUT は+500°C を示すことになります。この誤差を補正するには、冷接点温度を
測定し、この温度を以下に示すように VOUT が示す値に加算する必要があります。
VOUT = VTC - VCJ
VTC = VOUT + VCJ
これを実行するには、冷接点の位置に温度センサーを配置し、測定された温度を使用して冷接点温度
を補償します。熱電対-ディジタルの全体回路は図 10 に示すような回路になります。高精度のオペ
アンプと高精度の抵抗器は、熱電対の出力信号に利得を提供します。冷接点位置にある温度センサーは、
冷接点温度を補正するために監視され、ADC によって必要な分解能で出力データが提供されます。
一般的に、アンプのオフセット電圧に加えて、抵抗器、温度センサー、および電圧リファレンスの誤差
を補正するには較正が必要です。

図 10. 熱電対の信号調整回路の例

Maxim は、K 型熱電対用に信号調整機能を実行する IC (MAX6674 と MAX6675)を製造しています。
これらの IC を使用すると設計作業が簡素化され、増幅、冷接点補償、および熱電対出力のディジタル
化に必要な部品の点数が大幅に削減されます。熱電対は、プローブおよびベアリード付きで提供され
ます。
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温度センサーIC
温度センサーIC は、シリコン PN 接合の予測可能な熱特性を利用しています。これらは、従来の半導
体プロセスを使用して作られた能動回路であるため、この IC はさまざまな形態をとることができます。
これには、他の技術では利用することができない多くの機能(ディジタルインタフェース、ADC 入力、
ファン制御機能など)が搭載されています。温度センサーIC の動作温度範囲は、-55°C という低温と
+125°C という高温まで拡張され、またいくつかの製品は、約 150°C の上限まで動作します。標準
タイプの温度センサーIC を以下で説明します。

アナログ温度センサーIC
アナログ温度センサーIC は、温度を電圧(場合によっては電流)に変換します。最も簡単なアナログ
温度センサーには、わずかに 3 つの有効な接続部があるだけです。すなわち、グランド、電源電圧入力、
および出力です。機能を拡張したその他のアナログセンサーには、追加の入力または出力(たとえば、
コンパレータや電圧リファレンス出力)が備わっていることがあります。
アナログ温度センサーIC は、バイポーラトランジスタの熱特性を使用して温度に比例した出力電圧を
生成します。図 11 に概念的な回路を示しています。実際の IC の設計は異なりますが、この回路を
見れば、能動回路を使用して温度を測定する方法がわかります。同一ダイ上のマッチングされた 2 つ
のトランジスタは、ダイオードとして接続されており、電流 I1 と I2 のバイアスがかけられます。それぞれ
のトランジスタのベースエミッタ間電圧(VBE)は、自身の温度とコレクタ電流に依存します。トランジスタ
がダイ上で互いに近く配置されており、付近に大幅な熱勾配がない場合、2 つの温度は同じになります。
互いがよくマッチングされていて、2 つのコレクタ電流がマッチングされている場合、これらの VBE 値も
マッチングします。電流が異なる場合、VBE 値を次式で得ることができます。
VBE2 - VBE1 = n(kT/q)ln(IC2/IC1)
ここで、
n = トランジスタ接合部の理想係数(｢非理想係数｣とも呼ばれる)。プロセスおよびデバイス設計に
依存し、通常は 1.01 に非常に近い
k = ボルツマン定数= 1.3806503 × 10-23 m2 kg s-2 K-1
q =電子電荷= 1.60217646 × 10-19 クーロン
T =温度°K (温度(°C) + 273.15)
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図 11. マッチングされた 2 つのトランジスタが温度を検出する方法を示した概念的な回路

実際の設計には、回路素子の非理想的な動作に対応するトリム機能と補償が含まれます。
図 12 は標準のアナログ温度センサーMAX6605 の出力電圧対温度の曲線を示しています。曲線が
非常に直線的であることがわかります。図 13 はこのセンサーの直線からのずれを示しています。
0°C～+85°C における直線性は約±0.2°C 以内であり、サーミスタ、RTD、および熱電対と比べ、非常
に優れています。

図 12. MAX6605 アナログ温度センサーIC の出力電圧対温度
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図 13. MAX6605 の直線からの出力電圧のずれ(0°C～+85°C における直線性は約±0.2°C)

アナログ温度センサーによって優れた精度を得ることができます。たとえば、DS600 は、表 1 に見ら
れるように、-20°C～+100°C の範囲で±0.5°C の精度が保証されています。他の利用可能なアナログ
センサーの許容誤差はより大きくなりますが、動作電流は非常に低いものが多く(最大でも 15μA 程度)、
小型パッケージ(SC70 など)で提供されます。
表 1. Maxim のアナログ温度センサー
品名
DS600
MAX6605
MAX6607
MAX6608
MAX6610
MAX6611
MAX6612
MAX6613

説明

精度(±°C)

精度範囲(°C)

動作温度
範囲(°C)

電源電圧
範囲 VCC (V)

0.5

-20 ~ +100

-40 ~ +125

+2.7 ~ +5.5

3.8
5
5
3.7
3.7
4.3
4.4

-20 ~ +85
-10 ~ +85
-10 ~ +85
-20 ~ +85
-20 ~ +85
+60 ~ +100
-20 ~ +85

-55 ~ +125
-20 ~ +85
-20 ~ +85
-40 ~ +125
-40 ~ +125
-55 ~ +150
-55 ~ +130

+2.7 ~ +5.5
+1.8 ~ +3.6
+1.8 ~ +3.6
+3.0 ~ +5.5
+4.5 ~ +5.5
+2.4 ~ +5.5
+1.8 ~ +5.5

温度スイッチ付き、精度±0.5°C のアナログ出力
センサー
+2.7V ~ +5.5V アナログ温度センサー(SC70)
+1.8V 温度センサー(SC70)
+1.8V 温度センサー(SOT23)
温度センサーと電圧リファレンス(SOT23)
温度センサーと電圧リファレンス(SOT23)
高スロープ、低電力、アナログ温度センサー
+1.8V ~ +5.5V アナログ温度センサー

ローカルディジタル温度センサーIC
アナログ温度センサーと ADC を内蔵することで、確実に直接ディジタルインタフェースを備えた温度
センサーを作成することができます。このようなデバイスは通常、ディジタル温度センサーまたはロー
カルディジタル温度センサーと呼ばれています。｢ローカル｣とは、センサーがセンサー自身の温度を
測定することを示しています。この動作は、外部の IC やディスクリートのトランジスタの温度を測定
するリモートセンサーとは対照的な動作です。
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さまざまな機能セットを備えた多種多様なディジタル温度センサーを用意しています。Maxim のロー
カルディジタル温度センサーの全リストについては、このセクションの終わりの表 2 を参照してください。
図 14 に 2 つのディジタル温度センサーのブロック図を示しています。図 14a は、単純に温度を測定
し得られたデータを、3 線式ディジタルインタフェースを介して同期出力するセンサーを示しています。
図 14b は、複数の追加機能、たとえば、温度過昇/過降の出力、これらの出力のトリップスレッショルド
を設定するレジスタ、および EEPROM を備えたデバイスを示しています。

(a)

(b)

図 14. ローカルディジタル温度センサーのブロック図。(a)シリアルディジタル出力を備えた単純なセンサー。(b) 温度
過昇/過降のアラーム出力やユーザ EEPROM などの追加機能を備えたセンサー
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幅広い温度範囲に対して±0.5°C の優れた精度を保証したディジタル温度センサーを用意しています。
ディジタル温度センサーを使用する利点の 1 つに、温度の値のディジタル化に伴う誤差のすべてが
センサーの精度仕様に含まれているということがあります。対照的に、アナログ温度センサーの指定
の誤差は、あらゆる ADC、アンプ、電圧リファレンス、またはセンサーで使われる他の部品の誤差に
追加する必要があります。

その他のディジタル温度センサーの機能
基本的な温度検出機能に加え、ディジタルセンサーには、いくつかの役立つ機能をさまざまに組み合
わせて搭載することができます。最も一般的な機能を以下に示します。
温度過昇出力 ほとんどのディジタル温度センサーは、測定した温度が予め設定された値(通常、ソフト
ウェアで設定可能)の限界を超えたことを示す出力を 1 つ以上備えています。出力はコンパレータ出力
のように動作し、温度がスレッショルドを上回ったときに一方の状態になり、温度がスレッショルドを下
回ったときにもう一方の状態になります。もう 1 つの標準的な実装として、マスターの動作に応答する
場合にのみリセットされる割込みとして動作する出力があります。
障害キュー 短期間の温度変動が頻繁に起こるときは、スレッショルド超過を 1 回測定しただけで温度
過昇の出力をアサートしないように選択することができます。代わりに、スレッショルド超過を連続して
数回測定した後にのみ出力をアサートするほうがよい場合があります。障害キューによって、出力を
アサートするのに必要なスレッショルド超過の連続測定回数を選択することができます。
不揮発性メモリ ディジタルセンサーの中には、温度過昇スレッショルドを保存するための不揮発性メモリ
(NVM)を備えているものもあります。これは、たとえば、システム保護のためにセンサーを使用する場合
に役立ちます。NVM のスレッショルドレジスタに正しい値が保存されていると、温度過昇検出機能は、
パワーアップ時に直ちに動作を開始します。マスターがセンサーに書込みを行う必要はありません。
インタフェース ディジタル温度センサーは、I2C、SMBus™、SPI™、1-Wire®、および PWM など、多種
多様なディジタルインタフェース付きで提供されます。
I2C/SMBus のタイムアウト 温度センサーと通信するのに I2C または SMBus を使用しているシステム
では、通信エラーによってスレーブがバスをローに保持するため、マスターまたは他のスレーブが
バスを使えなくなる可能性があります。ほとんどの場合、温度センサーのようなスレーブ IC に搭載さ
れている解決策は｢タイムアウト｣です。タイムアウト回路がバスを監視しており、たとえば、35ms より
長くデータバスがロー状態に保持されると、IC の内部インタフェースがリセットされます。IC がバスを
ローに保持していると、バスがリリースされ他のデバイスの通信が可能になります。バスタイムアウト
は SMBus 仕様のオプション要素です。I2C 仕様では非常に遅いクロック速度が可能であるため、I2C
の仕様にタイムアウトは含まれていません。ただし、多くの I2C のスレーブデバイスにはタイムアウト
機能が搭載されています。
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表 2. Maxim のローカルディジタル温度センサー
品名
DS1620
DS1621
DS1624
DS1626
DS1629
DS1631
DS1721
DS1722
DS1726
DS1731
DS1775
DS1821
DS1822
DS1825
DS18B20
DS18S20
DS28
DS620
DS75
DS75LV
DS75LX
DS7505
LM75
MAX6575
MAX6576
MAX6577
MAX6625
MAX6626
MAX6629
MAX6630
MAX6631
MAX6632
MAX6633
MAX6634
MAX6635
MAX6652
MAX6662
MAX6683
MAX7500
MAX7501/
MAX7502
MAX7503/
MAX7504

説明
ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
ディジタルサーモメータおよびメモリ
高精度ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
ディジタルサーモメータおよびリアルタイムクロック
高精度ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
ディジタルサーモメータ
高精度ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
高精度ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
設定可能な 1-Wire ディジタルサーモスタットおよび
サーモメータ
エコノ 1-Wire ディジタルサーモメータ
4 ビット ID 付き、分解能を設定可能な 1-Wire ディジ
タルサーモメータ
分解能を設定可能なディジタルサーモメータ
高精度ディジタルサーモメータ
シーケンス検出および PIO 付きディジタルサーモメータ
低電圧、±0.5℃の高精度ディジタルサーモメータおよ
びサーモスタット
ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
低電圧ディジタルサーモメータおよびサーモスタット
拡張アドレス付き、ディジタルサーモメータおよびサー
モスタット
高精度、DS75 互換のディジタルサーモメータおよび
サーモスタット
ディジタル温度センサーおよびサーマルウォッチドッグ
単線、時間遅延インタフェース付き、温度センサー
単線、周期出力付き、温度センサー
単線、周波数出力付き、温度センサー
I²C、9 ビット温度センサー
I²C、12 ビット温度センサー
12 ビット + 符号のディジタル温度センサー
12 ビット + 符号のディジタル温度センサー
12 ビット + 符号のディジタル温度センサー
12 ビット + 符号のディジタル温度センサー
4 つの I²C アドレスピン付き、12 ビット + 符号の I²C
温度センサー
3 つのアドレスピンおよびユーザー設定可能なスレッ
ショルド付き、12 ビット + 符号の I²C センサー
2 つのアドレスピンおよびユーザー設定可能なスレッ
ショルド付き、12 ビット + 符号の I²C センサー
温度センサーおよび 4 チャネル電圧モニタ
12 ビット + 符号の SPI 温度センサー
温度センサーおよび 4 チャネル電圧モニタ
タイムアウト付き、LM75 互換のディジタル温度セン
サーおよびサーマルウォッチドッグ I²C バス
タイムアウトおよびリセット付き、ディジタル温度セン
サーおよびサーマルウォッチドッグ I²C バス
リセット付き、ディジタル温度センサーおよびサーマル
ウォッチドッグ I²C バス
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インタ
フェース

精度(±°C)

不揮発性
メモリ

3線
2線
3線
3線
2線
2線
2線
3線
3線
2線
2線

0.5
0.5
0.5
0.5
2
0.5
1
2
1
1
2

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1-Wire

1

✓

+2.7 ~ +5.5

1-Wire

2

✓

+3.0 ~ +5.5

1-Wire

0.5

✓

+3.0 ~ +3.7

1-Wire
1-Wire
1-Wire

0.5
0.5
0.5

✓
✓
✓

+3.0 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5

2線

0.5

✓

+1.7 ~ +3.5

2線
2線

2
2

+2.7 ~ +5.5
+1.7 ~ +3.7

2線

2

+1.7 ~ +3.7

2線

0.5

2線
1-Wire
1-Wire
1-Wire
2線
2線
3線
3線
3線
3線

2
4.5
4.5
3.5
2
2
1
1
1
1

+3.0 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5

2線

1.5

+3.0 ~ +5.5

2線

1.5

+3.0 ~ +5.5

2線

1.5

+3.0 ~ +5.5

2線
3線
2線

3
2.5
4

+2.7 ~ +5.5
+3.0 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5

2線

2

+3.0 ~ +5.5

2線

2

+3.0 ~ +5.5

2線

2

+3.0 ~ +5.5

✓
✓

✓

VCC 範囲(V)
+2.7 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+2.2 ~ +5.5
+2.2 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+2.65 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5
+2.2 ~ +5.5
+2.7 ~ +5.5

+1.7 ~ +3.7

リモートディジタル温度センサー
リモートディジタル温度センサーはリモートセンサーまたはサーマルダイオードセンサーとも呼ばれて
います。リモートセンサーは、図 15 に示すように、外部のトランジスタ(ディスクリートのトランジスタ、
または別の IC のダイに内蔵されたトランジスタ)の温度を測定します。マイクロプロセッサ、FPGA、
および ASIC は、ほとんどの場合、通常、｢サーマルダイオード｣と呼ばれる 1 つまたは複数の検出
トランジスタ(図 15 に示したトランジスタに類似)を搭載しています。

図 15. 外付け IC のダイ上の検出トランジスタ(またはサーマルダイオード)の温度を監視するリモート温度センサー

リモート温度センサーは、検出トランジスタが 1 つしか使用されていないということを除き、図 11 に示
した回路と同様の原理で動作します(図 16 を参照)。なぜ検出トランジスタを 1 つしか使用しないので
しょうか。2 つの理由があります。1 つ目は、トランジスタが 2 つあると、ターゲット IC とセンサーIC の
両方にもう 1 本か 2 本のピンが必要になるためです。2 つ目は、トランジスタを 2 つ使用すると、ター
ゲット IC の製造業者が非常に正確にこれらのトランジスタをマッチングさせる必要があるからです。
2 つのトランジスタに差があると、リモートセンサーIC の製造業者が制御することができない測定誤差
につながることになります。検出トランジスタを単体で使用すると、必要なピン数が少なくなり、リモート
センサーIC の製造業者が主要な誤差原因を管理(および補償)することができるようになります。

図 16. リモートダイオード温度センサーの簡易ブロック図
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トランジスタを流れるバイアス電流の電流源は I1 と I2 が交互に入れ替わるため、ADC は、それぞれ
の電流値が流れる間に得られる VBE を測定することになります。前述したように、2 つの VBE 値の差
は絶対温度に正比例します。
VBE2 - VBE1 = n(kT/q)ln(IC2/IC1)
外付け IC のダイ温度を測定する利点は何でしょうか。1 つ目として、ダイ温度が高くなるタイプの IC
を考えてみましょう。このような IC としては、電源 IC、高速マイクロプロセッサ、DSP、FPGA、または
ASIC などがあります。電力消費は、負荷に応じて一定期間で大幅に変わります。定格動作温度を
上回る値(たとえば+100°C)までダイ温度が上昇した場合、システム障害を引き起こしかねないほど
性能が低下するおそれがあります。熱に敏感な部品のダイ温度を監視することができるシステムで
あれば、温度データに従って対応することで故障を防止することができます。たとえば、冷却ファンを
稼動したり、クロック速度を低減したりして、過熱した IC のダイ温度を低下させることができます。
回復不能な損傷をもたらす可能性があるほどの高い値に温度が近づいた場合、システムは、損傷
が発生する前に自身をシャットダウンします。
図 17 は、高温度 IC を監視するのに、リモートセンサーを用いた場合とローカルセンサーを用いた
場合とを比較しています。ターゲット IC のダイは、最初は低温度ですが、急激に高い温度に上昇します。
ローカルセンサーは、ターゲットのダイの温度変化への対応が遅いことに留意してください。この理由は、
ターゲットダイから、リードフレームとパッケージ、PCB、およびローカルセンサーのダイを経由して温度
変化が伝播するのに時間がかかるためです。ローカルセンサーがターゲットダイの温度変化に対応
するには数秒かかります。また、ローカルセンサーの読取り値がターゲットダイの温度と大きく異なる
ことに留意してください。ローカルセンサーは、基板の温度(基板上の他のデバイス、シャーシ温度、
大気の温度、および気流による影響を受けます)を測定しています。このため、ローカルセンサーがター
ゲットのダイ温度を十分に反映した温度を報告する可能性は低くなります。

図 17. ローカルセンサーとリモートセンサーの動作の比較。外付け IC でサーマルダイオードが利用可能なとき、
リモートセンサーは、ローカルセンサーよりはるかにすばやくかつ正確にこの IC のダイ温度を測定可能であること
がわかります。

図に示すように、リモートセンサーの動作はローカルセンサーの動作と大幅に異なります。リモート
センサーはターゲットダイの温度変化にすばやく対応します。リモートセンサーはターゲットダイ上の
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実際の温度を測定しているため、遅延はまさにリモートセンサーの ADC の遅延になります(通常、
50μs～100μs 程度)。このため、リモートセンサーはターゲットダイの温度にすばやく対応すること
ができます。リモート温度センサーは直接ターゲットダイの温度を測定しているため、報告される
温度は実際の温度に非常に近く(約±1°C)なります。
リモート温度センサーの 2 つ目の利点は、単一の IC で複数の高温箇所を監視可能であるという点です。
図 15 の MAX6642 のような基本的な単一リモートセンサーは、2 点の温度を監視することができます。
それ自身の温度と外部の温度です。外部の場所とは、図 15 に示すようにターゲット IC のダイ上の場合
もあれば、基板上の高温箇所の場合もあります。これはディスクリートトランジスタを使用して監視され
ます。リモートセンサーの中には、7 点もの外部温度を監視するものもあります。したがって、8 箇所
(IC と基板の高温箇所)が単一のチップによって監視されます。たとえば、MAX6602 には、4 つのリモ
ートダイオード入力があるため、内蔵のサーマルダイオードによる 1 ペアの FPGA の温度、ディスク
リートトランジスタを使用した 2 点の基板高温箇所、および MAX6602 が配置された基板上の箇所の
温度を監視することができます。Maxim のリモート温度センサーおよびセンサーの監視可能な箇所
の全リストについては、この項の終わりの表 3 を参照してください。

リモート温度センサーの誤差原因
サーマルダイオードや回路基板のさまざまな特性によって温度測定誤差が生じる可能性があります。
最も一般的な誤差を以下で説明します。
寄生直列抵抗 サーマルダイオードと直列の抵抗は、リモートセンサーが報告する温度に影響を及ぼ
します。センサーが 100μA および 10μA のダイオードバイアス電流を使用する場合、IR 低下が差動
電圧に与える影響は、以下に示すように計算することができます。
最初に、トランジスタ内を流れる 2 つの電流によって生じる電圧に関する式から始めます。
VBE2 - VBE1 = n(kT/q)ln(IC2/IC1)
直列抵抗が 1Ω に等しい場合、100μA と 10μA のバイアス電流によって、抵抗の両端でそれぞれ 100μV
と 10μV に等しい電圧低下が生じ、結果として 90μV の電圧差が生じます。上記の式を並び替えて、n = 1
と仮定すると、この電圧差によって、以下に示すように明らかな温度のずれが生じることがわかります。
T = (q x 90µV)/[k x ln(10)] = 0.45°C
Maxim のリモート温度センサーは、100μA および 10μA のバイアス電流を使用するものが多く、通常、
これらの電流は定格値の 20%以内です。したがって、0.45°C はこれらのセンサーに有効な概算値と
いうことになります。
直列抵抗が既知の場合(通常の PCB の配線の抵抗の場合のように)、予期される温度の読取り値の
上昇分を計算し、この値をセンサーが報告する温度から差し引くことは簡単です。すべてのセンサーの
感度が直列抵抗に対して同じ 0.45°C/Ω ではないことに留意してください。センサーの中にははるかに
大きなダイオードバイアス電流を使用するものもあり、感度が増大します。バイアス電流の許容誤
差にも注目してください。許容誤差が 20%であれば直列抵抗の影響をかなり正確に推定することが
できます。許容誤差がたとえば+100%や-50%などでは、適切な推定を行うことが難しくなります。
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直列抵抗が既知でない場合、良好な解決策は抵抗を自動的に相殺する機能を備えたセンサーを
使用することです。Maxim のいくつかのリモートセンサーにはこの機能が搭載されています。
理想係数 PN 接合の理想係数が 1.01 に極めて近いこと、および実際の値がプロセスとトランジスタ
の設計に依存することは既に説明しました。ほとんどのリモートセンサーが特定の理想係数に対して
最適化されています。たとえば、Maxim のリモートセンサーのいくつかは、1.008 の理想係数に対し
て最適化されていますが、これは、多くの普及しているマイクロプロセッサ上のさまざまなサーマル
ダイオードの分布の中央と一致しています。
センサーを最適化したときの値とは異なる理想係数のサーマルダイオードを使用する場合、報告され
る温度は実際の温度とは異なります。使用するサーマルダイオードの理想係数がわかっていれば、
次式を使用して実際の温度を容易に計算することができます。
TACTUAL = TMEASURED(nDIODE/nSENSOR)
ここで、
T =温度(°K)
nSENSOR = センサーを最適化したときの理想係数
nDIODE =使用しているダイオードの理想係数
例として、n = 1.008 に対して最適化されているセンサーがあり、これを使用して n = 1.01 のディスクリート
ダイオードの温度を監視するものと仮定します。T = +300°K のとき、測定温度は次のようになります。
TACTUAL = TMEASURED(nDIODE/nSENSOR) = 300°K(1.01/1.008) = 300.6°K
したがって、生じる誤差は約+0.6°K ということになります。
理想係数のユニット間変動は、マイクロプロセッサ製造業者のプロセスの再現性に依存します。プロ
セスが一貫している製造業者の場合、変動はごくわずかであると考えられます。検出トランジスタの
電流利得(｢ベータ｣)が極めて低いときは、さらに大きな誤差が生じる可能性があります。
低ベータ検出トランジスタ 図 16 のリモートセンサーは、検出トランジスタのエミッタに電流を強制的
に流していますが、ΔVBE と温度との関係を示す方程式はコレクタ電流の正確な比率に依存すること
に留意してください。トランジスタの電流利得が大きい限り、これは良好な概算値になります。ただし、
トランジスタの電流利得が非常に小さい場合、コレクタ電流の比率がエミッタ電流の比率と一致しません。
非常に微量なエミッタ電流がベースを流れているため、温度や電流レベルの変動によってベータが変
わると、コレクタ電流比が変動する可能性があり、その結果、報告される温度が変動します。コレクタ
電流比が 10%変動すると、報告される温度が約 12°C 変動する可能性があります。
これはディスクリートの検出トランジスタの問題ではないことに留意してください。なぜなら、これらのト
ランジスタの電流利得は一貫して大きいからです。良好な PNP トランジスタをサポートすることができ
ない特殊なナノメートルスケールのプロセスを使用して作成された内蔵の検出トランジスタの中には、
ベータが非常に低い(1 未満)場合があり、精度が低くなる可能性があります。このようなトランジスタを
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使用するときは、｢ベータ補償｣を備えたリモートセンサーを使用することが一般的に良いとされています。
ベータ補償は、低ベータトランジスタの影響を補償する回路技術を使用して、0.1 という低いベータ値
に対して温度データを正確に作成します。ベータ補償を備えた Maxim のリモートセンサーの例として
MAX6693 と MAX6581 があります。
低ベータ検出トランジスタを使用するときには必ずベータ補償が必要でしょうか。必ずしもそうではあり
ません。電流と温度の正常範囲内でベータが比較的均一であれば、低ベータの影響は小さいため、
無視することができます。例として、ベータが 0.3 の 3 つの 45nm マイクロプロセッサのサンプルを
測定した結果を図 18 に示します。温度センサーはベータ補償を搭載していない標準デバイスです。
ベータ補償を使用していないときであっても誤差は±1°C 未満であることに留意してください。このように、
ベータ補償が必要な場合と必要でない場合があるため、使用する予定の検出トランジスタの特性を
理解しておくようにしてください。このことは、図 18 の低ベータ CPU の 3 種類のサンプルの誤差曲線
によって説明することができます。これらの CPU の温度は、ベータ補償を搭載していなかった従来の
リモート温度センサーを使用して測定しました。合計で 9 つの CPU を試験しました。図 18 の曲線は、
最大値、最小値、および中央値を示しています。

図 18. 従来の MAX6692Y リモート温度センサーを使用して測定したベータ = 0.3 の 45nm マイクロプロセッサの
3 つのサンプル。ベータ補償がなくても誤差が低いことがわかります。

その他のリモートセンサーの機能
ローカルディジタルセンサーの場合と同様、リモート温度センサーには他にもさまざまな役立つ機能を
搭載することができます。以下にその機能を要約します。
温度過昇出力 ほぼすべてのリモート温度センサーに少なくとも 1 つの温度過昇出力が備わり、ほと
んどが 2 つ以上備わっています。これらの出力のうちの 1 つは通常、割込み(または SMBus アラート)
出力であり、短絡または開回路ダイオードなどの問題も示します。その他の出力は、ほとんどの場合、
温度過昇コンパレータ出力です。
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インタフェース 市販の温度センサーIC のほとんどが、PC アプリケーション用に開発されたものであり、
SMBus/I2C 対応のインタフェースを搭載しています。他のシリアルインタフェースを備えたものも少数
ですが用意されています。たとえば、SPI 対応インタフェースを使用する MAX6627 や MAX6628 が
あります。
I2C/SMBus のタイムアウト ｢ローカルディジタル温度センサーIC｣の項で述べたように、バスタイムア
ウトは、通信エラーによる I2C/SMBus のロックアップを防止することができるオプション機能です。
ダイオード障害の検出 リモートセンサーの大多数が、短絡または開回路のサーマルダイオードを検出
する能力を備えています。ダイオード障害を示す方法はセンサーに依存します。障害を示す方法とし
て、ALERT (割込み)出力、ステータスレジスタ内のビット、または温度データレジスタ内の特定コード
(負のフルスケールなど)があります。
変換率の制御 ほとんどのリモートセンサーは、利用可能ないくつかの温度変換率のいずれも選択
することができます。供給電流は変換速度に多少依存するため、設計者は、供給電流と引き換えに
更新速度を速めることができます。
オフセットレジスタ リモートセンサーの中には、測定した温度にオフセットを加えることができるオフ
セットレジスタを備えているものもあります。このオフセットを使用して、直列抵抗またはトランジスタ
理想係数が引き起こす誤差を補償することができます。この誤差は、報告された温度の値に影響を
及ぼす可能性のあるものです。オフセットレジスタを備えていない場合は、センサーデータを読み取る
マイクロコントローラ(μC)によってオフセットを必要に応じて加えることができます。
理想係数レジスタ リモートセンサーで使用される大多数の検出トランジスタの理想係数は、比較的
狭い範囲に収まっています。理想係数がこの範囲外にあるときは、報告された温度の誤差を補正する
ことは比較的簡単です。これをさらに簡素化するため、理想係数の目標値を選択することで検出トラン
ジスタの理想値に合わせることができるレジスタを搭載したリモートセンサーも少数ですがあります。
データの平均化 システムの過渡ノイズによって、リモートダイオードの測定に誤差が生じることがあり
ます。この影響を弱めるには、さまざまな方法があります。Maxim のリモートセンサーは、アナログディジタル変換を行う前に、必ず 10 の読取り値を平均化します。変換後に少数のサンプルを平均化
するセンサーもあります。過渡ノイズによる誤差がランダムなときは、平均化が効果的な場合もあります。

表 3. Maxim のリモート温度センサー
品名
MAX6581
MAX6602
MAX6622
MAX6627

説明
ベータ補償付き、8 チャネル高精
度温度モニタ
STBY 付き、5 チャネル高精度温
度モニタ
STBY 付き、5 チャネル Penryn
CPU 対応高精度温度モニタ。
DXN1 接地
SPI インタフェース付き、±1°C、
リモートディジタル温度センサー

リモート
チャネル

ローカル
チャネル

インタ
フェース

精度(±ºC)

アラーム
出力

抵抗相殺

7

1

2線

1

2

あり

4

1

2線

1

2

チャネル 1

4

1

2線

1

2

チャネル 1

1

0

3線

1

0

なし

23

MAX6628
MAX6636
MAX6638
MAX6642
MAX6646

MAX6647

MAX6648

MAX6649
MAX6654
MAX6655

MAX6656
MAX6657
MAX6658
MAX6659
MAX6680
MAX6681
MAX6689
MAX6690
MAX6692
MAX6695
MAX6696
MAX6697
MAX6698
MAX6699

SPI インタフェース付き、±1°C、
リモートディジタル温度センサー
STBY 付き、7 チャネル Penryn
CPU 対応高精度温度モニタ。
DXN1 接地
2 つの独立した SMBus インタフェ
ース付き高精度温度モニタ
±1°C、SMBus リモート/ローカル
温度センサー
+125°C、デフォルトの外部温度
過昇スレッショルド付き、リモート/
ローカルセンサー
+125°C、デフォルトの外部温度
過昇スレッショルド付き、リモート/
ローカルセンサー
+125°C、デフォルトの外部温度
過昇スレッショルド付き、リモート/
ローカルセンサー
+125°C、デフォルトの外部温度
過昇スレッショルド付き、リモート/
ローカルセンサー
抵抗相殺付き、±1°C、リモート/
ローカル温度センサー
2 チャネル、リモート/ローカル温度
センサーおよび 4 チャネル電圧
モニタ
2 チャネル、リモート/ローカル温度
センサーおよび 4 チャネル電圧
モニタ
0°C ~ +125°C、リモート/ローカル
温度センサー
-55°C ~ +125°C、リモート/ローカル
温度センサー
2 つの温度過昇アラーム付き、
-55°C ~ +125°C、リモート/ローカル
温度センサー
±1℃、フェイルセーフ、リモート/
ローカル温度センサー
±1°C、フェイルセーフ、リモート/
ローカル温度センサー
7 チャネル高精度温度モニタ
抵抗相殺付、精度±2°C、リモート/
ローカル温度センサー
+85°C、デフォルトの外部温度過昇
アラート付き、リモート/ローカル
センサー
固定 SMBus アドレス付き、デュア
ルリモート/ローカル温度センサー
9 つのピンで選択可能な SMBus
アドレス付き、デュアルリモート/
ローカル温度センサー
7 チャネル高精度温度モニタ
7 チャネル高精度温度モニタ(リモ
ート 3、ローカル 1、サーミスタ 3)
5 チャネル高精度温度モニタ

1

0

3線

1

0

なし

6

1

2線

1

2

チャネル 1

1

1

2線

2

2

なし

1

1

2線

1

1

なし

1

1

2線

1

2

なし

1

1

2線

1

2

なし

1

1

2線

0.8

2

なし

1

1

2線

1

2

なし

1

1

2線

2

1

あり

2

1

2線

1.5

2

なし

2

1

2線

1.5

2

なし

1

1

2線

1

2

なし

1

1

2線

1

2

なし

1

1

2線

1

2

なし

1

1

2線

1

2

なし

1

1

2線

1

2

なし

6

1

2線

1

2

チャネル 1

1

1

2線

2

1

あり

1

1

2線

0.8

2

なし

2

1

2線

1.5

3

なし

2

1

2線

1.5

3

なし

6

1

2線

1

2

チャネル 1

6

1

2線

1

2

チャネル 1

4

1

2線

1

2

チャネル 1
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その他の熱管理部品
熱管理には、単に温度を検出すること以上の意味が含まれています。数種類の部品が、温度データ
を使用して、温度スレッショルド検出(温度スイッチ内)、ファン制御、センサーの信号調整などの機能
を実行することができます。これらの機能のいくつかについて以下に述べています。

温度スイッチ
温度スイッチは、あらかじめ決められたスレッショルド(設定値、トリップポイント、またはトリップ温度と
も呼ばれます)を超える温度に対して応答します。事実上は、アナログ温度センサーとコンパレータの
組み合わせに似ています。出力は論理ゲートです。温度スイッチは、単純、小型、および低コストであ
るため、｢フェイルセーフ｣システムの保護アプリケーションに最適です。温度スイッチは他の部品とは
無関係に動作することが可能です。また、温度過昇イベントを検出すると、冷却ファンを稼動したり、
電源を使用不可にしたりしてシステムを保護するように動作することが可能です。また、温度スイッチ
によって低温状態を防ぐこともできることに留意してください(たとえば、安全にチャージするには温度
が低すぎるときに、バッテリチャージを停止する)。
図 19 は、トリップ温度が出荷時に設定されている簡単な温度スイッチの例です。1 つの入力を VCC
または GND にストラップしてヒステリシスを+2°C または+10°C のいずれかに設定することができます。
このケースでの出力はアクティブローでオープンドレインですが、アクティブハイでプッシュプル出力の
バージョンも利用可能です。

図 19. トリップ温度が出荷時に設定されている温度スイッチ

トリップ温度が調整可能であることを必要とするアプリケーションの場合、図 20 の MAX6509 などの
温度スイッチを使用して、外付けの抵抗器によってトリップ温度を確定します。その他の温度スイッチ
の場合、ピンストラップによってトリップ温度を確定します。
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図 20. トリップ温度を抵抗器で設定する温度スイッチ

表 4 に、Maxim のいくつかの温度スイッチの機能を一覧で示します。
表 4. Maxim の温度スイッチ
品名
DS600
MAX6501
MAX6502
MAX6503
MAX6504

説明
抵抗器でスレッショルドを調整可能、高精度温度
センサー、2 出力
出荷時にスレッショルドを設定(+35°C ~ +125°C
で 10°C 刻み)
出荷時にスレッショルドを設定(+35°C ~ +125°C
で 10°C 刻み)
出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +15°C で
10°C 刻み)
出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +15°C で
10°C 刻み)

センサー

出力タイプ

出力極性

精度
(±°C、 max)

ローカル

オープンドレイン

ハイ 1、
ロー1

0.5

ローカル

オープンドレイン

ロー

6

ローカル

プッシュ/プル

ハイ

6

ローカル

オープンドレイン

ロー

6

ローカル

プッシュ/プル

ハイ

6

MAX6505

2 出力(ALARM、WARN)、出荷時にスレッショル
ドを設定(-40°C ~ +125°C で 5°C 刻み)

ローカル

オープンドレイン

ロー

3.5

MAX6506

2 出力(ALARM、WARN)、出荷時にスレッショル
ドを設定(-40°C ~ +125°C で 5°C 刻み)

ローカル

プッシュ/プル

ハイ

3.5

ローカル

オープンドレイン

ロー

3.5

ローカル

プッシュ/プル

ハイ

3.5

ローカル

オープンドレイン

ロー

4.7

ローカル

選択可能

選択可能

4.7

MAX6507
MAX6508
MAX6509
MAX6510

2 出力(OVER、OK)、出荷時にスレッショルドを設
定(-40°C ~ +125°C で 5°C 刻み)
2 出力(OVER、OK)、出荷時にスレッショルドを設
定(-40°C ~ +125°C で 5°C 刻み)
抵抗器で設定可能な温度スイッチ
抵抗器で設定可能な温度スイッチ。オープンドレイ
ンおよびプッシュプル

MAX6511

リモートで温度を測定(+40°C ~ +125°C で 10°C
刻み)、出荷時に刻みを設定

リモート

プッシュ/プル

ロー

5

MAX6512

リモートで温度を測定(+40°C ~ +125°C で 10°C
刻み)、出荷時に刻みを設定

リモート

オープンドレイン

ロー

5

リモート

プッシュ/プル

ハイ

5

ローカル

オープンドレイン

ロー

2.5

ローカル

プッシュ/プル

ハイ

2.5

MAX6513
MAX6514
MAX6515

リモートで温度を測定(+40°C ~ +125°C で 10°C
刻み)、出荷時に刻みを設定
出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +115°C
で 10°C 刻み)
出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +115°C
で 10°C 刻み)
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MAX6516
MAX6517
MAX6518
MAX6519

出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +115°C
で 10°C 刻み)、アナログ出力
出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +115°C
で 10°C 刻み)、アナログ出力
出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +115°C
で 10°C 刻み)、アナログ出力
出荷時にスレッショルドを設定(-45°C ~ +115°C
で 10°C 刻み)、アナログ出力

ローカル
ローカル
ローカル
ローカル

MAX6685

デュアル出力リモートジャンクションスイッチ

リモート

MAX6686

デュアル出力リモートジャンクションスイッチ
デュアル出力、ローカルスイッチ(+40°C ~ +115°C)およ
びリモートジャンクションスイッチ(+120°C ~ +125°C)
デュアル出力、ローカルスイッチ(+40°C ~ +115°C)およ
びリモートジャンクションスイッチ(+120°C ~ +125°C)

リモート
リモート 、
ローカル
リモート、
ローカル
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ファン速度コントローラ
ファンは、さまざまな部品を十分に冷却するために空気の循環を必要とする電子システムで使用され
ます。ワーストケースの条件(最大周囲温度、最大電力消費)でシステム部品を十分に冷却するだけ
の空気を循環させる単一のファン(または複数のファン)を使用すれば、このファンによって、部品が
損傷しないように内部温度を十分低い温度に保つことができます。ただし、通常はシステムがワースト
ケースの条件で動作することはありません。実際のところ、ワーストケースの熱条件またはそれに近い
条件でシステムが費やす時間は、システムの動作寿命全体のごくわずかであることがほとんどです。
したがって、定格(全)速度で絶えずファンを動作させておく必要はありません。冷却がまったく必要で
ない場合もあれば、わずかな冷却で十分な場合もあります。連続的な全速度の冷却は不要である
ばかりでなく、次のような欠点も伴います。
不要に大きな音響ノイズ ファンはノイズを発生します。複数のファンではさらに多くのノイズを発生
します。ノイズレベルは速度とともに増大します。したがって、定格の全速度でファンが連続的に稼動
すると、ノイズレベルは必要以上に大きくなります。少なくとも過度のノイズは近くで作業をする人に
とって不快です。音圧レベルが高くなると、ファンが発生する過度のノイズによって近くにいる人の
聴力を損うおそれがあります。したがって、冷却ファンを備えていてユーザーのいるところで稼動す
る機器はいずれも、完全な冷却が必要でなければ、ファン速度を低減する措置をとる必要があります。
ファンのノイズの不快レベルを低減すれば、機器の市場性を高めることができます。ケースによっては、
最大ノイズレベルが法律によって命じられることもあり、実質的に何らかのファン管理が要求されます。
電力損失 小型機器で使用されるワット数の少ない小さなファンから、100W を十分超える入力電力を
必要とする大きなファンまで、ファンの電力消費には著しい幅があります。全速度を必要としないときに
全速度でファンを回転させると、電力の浪費、稼動コストの増大、および機器のカーボンフットプリントの
増大を招きます。あまり冷却が必要でないときにファン速度を低減することによって、電力の浪費を削減
することが可能で、結果としてコストを削減し、全体的な二酸化炭素排出量を低減することができます。
ファン動作寿命の減少 ファンの動作寿命は総回転数に関連するため、全速度より遅い速度でファン
を稼動することでファンの動作寿命を増加することができます。ファンの平均速度を半分に減らすこと
ができれば、ファンの動作寿命はおよそ 2 倍になります。これによって信頼性が向上し、メンテナンス
費用が削減されます。
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したがって、システムの熱要件の範囲内でできるだけファンがゆっくり回転するように、冷却ファンの
速度を調整するのには正当な理由があるということです。
特定のファン制御 IC のさまざまな組み合わせには、いくつかのいろいろな重要機能が見られます。
以下にこれらの機能のいくつかが列記されています。
ファン速度の制御 この手法は、ファンの電源電圧を調整することによって、あるいはデューティサイクル
でファン速度を制御する PWM 信号を生成することによって実行されます。
ファン速度の監視 通常は、ファンのタコメータの出力、つまり｢TACH｣出力を監視することによって実行
されるこの方法は、ファンの 1 回転当り特定のパルス数を生成する出力を利用しています。ファンの
消費電流を監視することで速度監視を行う方法もありますが、信頼性ははるかに低下します。
ファン障害の検出 これは通常、ファン速度監視プロセスの一環として実行されます。また、TACH 出力
の代わりに｢障害｣出力または｢ロータロック｣出力を備えたファンで実行することもできます。全速度で
駆動のときにファン速度を監視することによって、ファン障害の｢予測｣検出が可能になります。ファンの
動作寿命が終わりに近づくと、ファンは速度を落とし始める可能性があります。システムは、この現象
を検出することによって、有効寿命の終わりに近いファンが完全に故障する前に確実に交換すること
ができるようになります。
ファン速度の閉ループ制御 これは、ファン速度制御とファン速度監視を組み合わせたものです。ファン
の タコメ ータ信号を 監視 すること によって、ファ ン速度を 調整し 、強制的に所望の値 (たと えば
3600RPM)にすることができます。
速度制御ができるだけ耳に聞こえないようにする システムの冷却要件に合致するようにファン速度
を調整することで、ファンが生成する平均ノイズレベルを低減することができるようになります。ただし、
ファン速度が変化するたびに、システム付近にいる人にノイズレベルの変化が明白にわかるというこ
とを認識しておく必要があります。最も優れたファン制御 IC には、ファン速度の変化をできるだけ耳に
聞こえないようにする機能が備わっています。
温度監視 ファンコントローラには、1 つまたは複数の温度検出チャネルを搭載することができます。
温度ベースのファン速度制御 温度データを使用すると、システム固有の温度-速度プロフィールに
基づいてファン速度を調整することができます。

ファンのタイプ
ファン速度を制御する最適な方法はファンのタイプによって異なります。ブラシレス DC (BLDC)ファンは、
電子機器の冷却に使用される最も標準的なタイプです。このファンは 5V、12V、24V、および 48V の
電源電圧で提供されます。12V ファンが最も標準的です。5V ファンはノート PC などのポータブル機器
で頻繁に利用されます。48V ファンは一般的に産業用機器と通信機器で使用されます。
BLDC ファンは 3 種類に分けられており、図 21 に示したとおり、ファン上のワイヤの数で表されます。
最も簡単なものは 2 線式ファンで、電源接続だけのファンです。
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図 21. 2 線式、3 線式、および 4 線式のファン

3 線式ファンも電源接続を備えていますが、これに加えて、ファンの状態に関する情報を提供するもう
1 本のワイヤがあります。この 3 番目のワイヤには 2 つの標準機能があります。すなわち、TACH 出力
または｢ロータロック｣出力です。
TACH 出力は通常、ファンの回転につれて一連のパルスを生成するオープンドレインのロジック出力
です。ほとんどのファンは 1 回転当り 2 つのパルスを生成しますが、1 回転当り 1、4、または 8 つの
パルスを生成するファンも利用することができます。タコメータパルスの周期または周波数を求めること
によって、ファン速度を計算することができます。次に、このデータをファンの RPM の閉ループ制御に
使用することができるようにするには、実際の RPM をターゲットの RPM と比較し、実際の RPM が
ターゲット RPM と一致するまでファン駆動を調整します。
タコメータ信号はファン障害を検出するのにも用いることができます。たとえば、ファン速度がフル駆動
条件の下で 300RPM であると計算され、ただし定格速度が 4000RPM である場合、問題なくファンが
故障したとみなすことができます。別の方法では、TACH 出力を初期のファン障害を検出するのに使
用することができます。ファンの多くは、故障する前に、所定の駆動レベルで新品のときよりもゆっくり
回転します。ファン速度対駆動プロフィールを監視することによって、ファン速度が落ち始めたことが
わかるため、完全に故障する前にファンを取り替えることができます。これによって、ファンの｢緊急｣
交換が少なくなり、またシステム損害の発生する可能性が低下するため、ファンの障害を防止するこ
とが可能で、システム信頼性が向上し、メンテナンス費が削減されます。
3 線式のその他の標準的な機能には、ファンが回転を停止したことを示すファン障害出力またはロー
タロック出力があります。TACH 出力ほどの柔軟性はありませんが、ロータロック信号によってファン
の障害や妨害がはっきりとわかります。
4 線式ファンでは、PWM 速度制御入力が追加されます。この入力に供給された PWM 波形のデュー
ティサイクルを調整することによって、最大速度の約 30%～100%の範囲でファン速度を変更すること
ができます。ほとんどのファンの推奨 PWM 周波数は、15kHz～30kHz の範囲ですが、ファンによっ
ては 100Hz という低い周波数または 100kHz もの高い入力周波数を受け入れるものもあります。
ロジックレベルは通常、3.3V または 5.0V ロジックに対応しています。
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ファン速度の制御
4 線式ファンを使用すると、明らかに基本的な速度制御が簡単になります。μC は、ほとんどのファン
速度コントローラ IC と同様、PWM 波形を生成することができます。ただし、4 線式ファンは、2 線式
および 3 線式ユニットほどは一般的ではないため、設定の多様性は他のタイプに比べて制限されます。
ケースによっては、そのアプリケーション用のファンは、2 線式または 3 線式ユニットでしか提供されま
せん。2 線式または 3 線式ファンには専用の速度制御入力がないため、これらのファンの速度制御
は多少複雑な場合があります。専用の速度制御入力の代わりに、これらのファン速度は、ファンに
印加された電源電圧を変更することで制御する必要があります。
ファンの電源電圧を変更するとファン速度が変わります。図 22 は、標準的な低コスト 12V ファンの
RPM 対ファン電源電圧を示しています。この例では、ファン速度は電源電圧にほぼ比例しています。

.

図 22. 標準的な 12V ファンの RPM 対ファン電源電圧

ファンの電源電圧を変更する方法の 1 つを図 23 に示しています。低ドロップアウト電圧レギュレータ
(LDO)はファンに電力を供給します。ディジタル-アナログコンバータ(DAC)は、ADJUST 入力を駆動
して LDO の出力電圧を制御します。この手法では、μC が制御データを DAC に書き込むことによって、
ファン速度を変更することが可能になります。いくつかの専用のファン制御 IC では、他の機能ととも
に DAC 機能と LDO 機能を内蔵することで同様の手法を実行します。
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図 23. ファン制御 IC のいくつかは、電源電圧を変更することによって 2 線式または 3 線式ファンの速度を制御します。

この手法の欠点は効率です。つまり、LDO が電力をいくらか消費するということです。それでも、
全使用電力は全速度でファンを動作した場合の電力を下回ります。総電力消費量はファン速度にほぼ
比例しています。したがって、通常、ファンが全速度より遅い速度で稼動している場合、回路は総電力
消費量を低減します(図 24)。図 24 は、リニアファン駆動手法の電力消費を PWM ファン駆動の電力
消費と比較しています。この手法は、LDO をスイッチモード電圧レギュレータに代えることで、より高い
コストでより効率的になります。

図 24. リニアファン駆動(上部曲線)と PWM ファン駆動(下部曲線)の電力消費の比較
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図 25 は、より低コストでより効率的な手法を示しています。このケースでは、ファンの電源は PWM
波形によって変調されています。事実上、電源は約 30Hz のレートでオンオフします。パストランジスタは
常に完全オンまたは完全オフであるため、電力消費はファンの使用電力に比べてごくわずかです。

図 25. ファンのローサイドの n チャネル FET を使用して電源をパルス幅変調することで 2 線式または 3 線式ファン
の速度を制御

ファンのグランド線上の n チャネル MOSFET (または NPN)を使用することによって、パスデバイスを
3.3V または 5V のロジックレベルの PWM 信号で駆動させることができます。TACH 出力またはロータ
ロック出力は、ファンの電源電圧にプルアップされます。あるいは、代わりに p チャネル MOSFET
(または PNP)を正の電源線で使用することができます。これによって、グランド基準の TACH 出力
またはロータロック出力を生じますが、PWM 信号を VFAN までスイングする必要があります。Maxim は、
n チャネルまたは p チャネルファン駆動と適合するいくつかの PWM ファン速度コントローラ
(MAX6615、MAX6616、MAX6639、MAX6640、MAX6641、および MAX6678 など)を製造しています。
この手法を使用するときは、30Hz をはるかに下回る PWM 周波数は通常避けます。PWM 波形のオン
とオフの期間中は、周波数が減少するにつれてファン速度の変化が耳に聞こえるようになるからです。
周波数がおよそ 35Hz を超えて増大すると、｢オン｣期間は、ファンの内部電子回路をオンにしてファン
の駆動を開始させるには短すぎる可能性があります。
この PWM 手法には 3 つの欠点があります。1 つ目は、ファン製造業者によってはファンの信頼性に
対する懸念があるため PWM を推奨していないということです。パルス幅変調の電源で 2 線式または
3 線式ファンを駆動する場合は、そのファンのベンダーがこの手法の使用を許可しているかどうかを
確認してください。
2 つ目の欠点はノイズです。使用するファンによっては、30Hz パルス波形によってファンのモータ
機構がパルスに反応して動作し、30Hz レートのファンから不快な｢カチカチ｣音や｢クリック｣音が発生
することがあります。ほとんど聞こえないファンもありますが、いくつかのファンでははっきり聞こえます。
3 つ目の欠点は、ファンが PWM 波形の｢オフ｣期間の間はタコメータパルスをまったく生成しないこと
です。したがって、ファン速度は｢オン｣期間の間しか監視することができません。このことは低 RPM
のファンにとって重大な問題になる可能性があります。というのも、PWM の｢オン｣期間の間、ファンは
タコメータのパルスサイクルを 1 つも生成することができないからです。このような問題を克服する
ために、さまざまなレベルの複雑さと成功度合いを備えた多くの種々の方式があります。後の項で
これらの手法のいくつかについて説明します。
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ファン速度の制御が音響ノイズに与える影響の最小化
いくつかの設備、たとえば、いくつかのサーバ、ルータ、またはスイッチが設置されている部屋では、
全速度で動作する多数のファンによって発生する総ノイズレベルが高く、機器の近くで作業する人に
聴力傷害を引き起こすおそれがあります。このような状況では、ファンコントローラは、電子機器の
安全動作が保証される最も低い実用レベルにまでファンノイズを低減することを目指す必要があります。
オフィスや家庭環境では、ファンのノイズレベルを最小化することも重要ですが、聴力保護のために
ノイズが他の音を妨げたりユーザーを邪魔したりするのを抑制することの方が重要です。これらの
環境下では、ノイズレベルを低く保つことに加えて、ノイズレベルの変化をできるだけ耳に聞こえない
ようにすることが重要です。ファン制御システムの正常動作中は、ファン速度は周囲温度や電力消費
などの環境条件や動作条件の変化に応じて調整されます。速度が急に変化すると、ユーザーの耳
に非常に聞こえやすくなります。反対に、速度が徐々に変化すると、その変化ははるかに聞こえにくく
なります。
ファン速度の変化が聞こえにくいように速度を徐々に変化させるために重要な必要条件が 2 つあります。
1 つ目は、有効なファン速度値における十分な分解能です。耳-脳システムは音圧レベル(SPL)の小さ
な変化を容易に認識可能です。ファンが非常に静かであれば、少数の速度ステップ(約 8～10)で十分
です。ファンの音が大きいときは、速度変化をできるだけ聞こえないようにするのに前述の数の数倍
(約 50～100 以上)が必要です。2 つ目の必要条件は、ファン速度の変化率を、速度制御増分当り
一定期間に限定するメカニズムです。たとえば、61 個の値の 1 つに PWM のデューティサイクルを
設定可能な場合、毎秒 1%の変化率を選択することができます。これによって、50%～100%の速度
変化に約 30 秒かかることになります。Maxim のほとんどのファン速度コントローラには、ファン速度
の変化率の制御が備わっています。

ファン速度の監視
ファン速度を監視する最もわかりやすい手法は、図 26a に示すように、一定期間中に発生するタコ
メータパルス数をカウントすることです。この手法がうまくいくのは、十分短い時間内に適当な多数の
パルスをカウントすることができる場合です。例を挙げると、1 回転当り 2 つのパルスを発生する
3000RPM ファンは、全速度で動作すると、100Hz のタコメータ信号を発生させることになります。1 秒
に 1 度ファン速度を測定し、更新する必要がある場合、ファンが半分の速度で回転しているときには
50 パルスしかカウントすることができないことになります。これは、ファンが動作していることを知る
には十分な分解能ですが、高精度のファン速度制御には十分ではありません。
最も広く使用されている手法は、ファンコントローラによって一般に数 kHz の範囲のリファレンスクロック
を生成し、図 26b に示すように、タコメータ周期の一定倍数(通常 1、2、または 4)の間に発生するクロック
サイクル数をカウントすることです。この手法ではタコメータカウントが数ミリ秒で終了するため、ファンの
閉ループ速度制御に適合しています。
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図 26. (a)タコメータパルスを 1 秒間カウントすることによってファン速度を監視すると、測定分解能が低下するおそれ
があります。(b)十分に高い周波数でクロック信号を生成し、タコメータ周期の限定倍数の間のクロックパルス数を
カウントすることによって、より高い分解能が得られ、より厳しい許容誤差内でファンの RPM を制御することができ
ます。

ファンコントローラ IC の中には 2 線式ファンの速度を監視することができる機能を備えているものも
あります。これを行うには、システムグランドとファンのグランド線の間に抵抗器を追加します。ファン
のモータが動作している間、消費電流の変動によって、検出抵抗器上で電圧低下が生じます。この
電圧低下はファンコントローラ IC によってリファレンス電圧と比較されます。この手法には限界があり
ます。消費電流の波形は、ファンによって大幅に変動し、図 27 に示すように、ファン速度の変化に
つれてさらに変動します。したがって、消費電流の監視は、ファンの閉ループ速度制御の場合よりも
ファン障害の検出に適しています。
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図 27. ファンの消費電流波形の例。(a)定格の半分の電源電圧で駆動するファン。(b)同じファンを定格電源電圧で
駆動

図 28 は、ファンの消費電流を検出する抵抗器を使用してファン速度を監視する標準的な手法を示して
います。この回路では、IC 内部の検出感度は約 250mV です。この手法はリニア駆動と PWM 電源
駆動(ハイサイドまたはローサイドのいずれか)に適しています。
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図 28. (a)ファンの消費電流を使用してファン速度を監視する標準的な入力段。(b)この入力段を使用し、2Ω の検出
抵抗器を用いてファン速度を監視

｢ファン速度の制御｣の項で簡単に述べたように、パルス幅変調の電源によってファンを駆動すると
厄介な問題が生じます。ファンの電源がオフのときの PWM 波形の一部において、ファンはタコメータ
パルスを生成することができません。ファンコントローラ IC には通常、PWM 波形の｢オン｣部分の間
だけファンのタコメータ信号を監視することが可能なオプションがありますが、｢オン｣周期が短すぎて
タコメータを正しく測定することができない場合があります。
例として、ファン 1 回転につき 2 つのタコメータパルスを生成する 2400RPM ファンについて考えます。
デューティサイクルが 50%で 30Hz 変調の電源によってこのファンを駆動した場合、約半分の速度
(1200RPM)で回転することになります。この結果は、タコメータ周波数が 40Hz、つまりタコメータの
周期が 25ms ということになります。
デューティサイクルが 50%で 30Hz の PWM 信号では、各 PWM サイクル中、16.7ms の間電源が
ファンに印加されます。したがって、ファンの内部回路では、25ms のタコメータ信号を発生させるのに
16.7ms しか利用することができないため、タコメータ信号は使用することができなくなります。ただし、
はるかに速いファンでは適正に動作します。たとえば、9600RPM ファンでは、6.25ms 周期でタコメータ
信号を発生します。これは、デューティサイクルが 50%で 30Hz の PWM 信号に対応しています。
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この問題を解決する方法の 1 つに、PWM 波形の 1 サイクルの｢オン｣時間を、タコメータ信号を測定
するのに十分な期間まで定期的に増やすという方法があります。この手法は有効ですが、適合する
かどうかは使用するファンに依存します。パルスを大幅に伸長する必要がある場合、パルス伸長が耳
に聞こえることになります。パルス伸長が耳に聞こえるかどうかは伸長の度合いに依存し、またファン
の応答時間にも依存します。ファンが電源電圧の変化にすばやく応答すると、パルス伸長が聞こえ
やすくなります。
この問題を解決する別の方法として、PWM 波形のローの部分の間、ファンの電源をアクティブに
保つという方法があります。図 29 は、この｢キープアライブ｣という手法を示しています。p チャネル
FET がファンのハイサイドを駆動します。PWM がオフのとき、ダイオードは 4.3V 駆動をファンに供給
します。これによって、ファンの内部 IC を駆動し続け、PWM 波形の｢オフ｣部分の間もファン速度を
監視することができるようにタコメータ信号を連続して発生させることができます。この回路の欠点は、
ファンに常に電力が供給されるということです。必要であれば、ファンを停止する必要があるときに 5V
電源をゲートで制御することによって変更することができます。

図 29. ｢キープアライブ｣回路は、PWM 波形がオフのときにもファンのタコメータ信号をイネーブルします。これに
よって、ファンの電源をパルス幅変調する間のタコメータ信号の欠損を防止します。

閉ループ RPM 制御
多くのケースで、｢ファン速度制御｣は実際には｢ファン駆動制御｣です。特定の熱条件に対応する
PWM デューティサイクルまたは電源電圧をファンに提供します。実際のファン速度は、ファン間の変動、
電源許容誤差、およびその他の不確定要素によって定格値と数パーセント異なる可能性があります。
この｢開ループ｣速度制御は多くのシステムにおいて十分に正確です。
その他のケースでは、特に、音響ノイズレベルや消費電流が重要であるときには、ファンの実際の
RPM を制御することをお勧めします。タコメータを正確に監視することができるときは、駆動レベルを
調整して所望のタコメータ周波数(または周期)を生成することによって、ファンの RPM を制御すること
ができます。測定分解能とクロックの精度によっては、±1%の良好なファン速度の精度を達成すること
ができます。閉ループファン速度制御は、MAX6620、MAX6639、MAX6640、MAX6650、MAX6651、
MAX6660、および MAX6661 などの Maxim のいくつかのファンコントローラで利用可能です。
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温度検出
ほとんどのファンコントローラ IC で温度(通常ローカルとリモートの両方)を検出することができます。
ファン制御は通常、温度に基づいているため、多くのシステムでファンコントローラが温度を測定する
ことができるのは当然のことです。例外として、ファンコントローラが測定する温度から物理的に離れ
た場所にあるシステムは除きます。

閉ループ、温度ベース(熱閉ループ)ファン速度制御
温度検出能力を備えたほとんどのファンコントローラも、測定した温度に基づいてファン速度を制御
することができます。ただし、細部については異なります。つまり、他のファンコントローラがいくつかの
温度値をファン駆動レベルに関連づける参照テーブルを備えているのに対し、このようなファンコント
ローラのほとんどが温度とファン駆動との間にある種の直線マッピングを使用することです。その他の
ファンコントローラは依然としてファンの RPM 値に温度をマッピングします。MAX6615、MAX6616、
MAX6678、MAX6660、および MAX6661 は、ファン駆動に対して温度の直線マッピングを使用します。
MAX6639 と MAX6640 はデュアルスロープのマッピングを使用します。表 5 にこれらのファン制御
デバイスの追加機能を示しています。
表 5. Maxim のファン制御製品
品名
DS1780
MAX6615
MAX6616
MAX6620
MAX6639
MAX6640

説明
2 チャネル CPU ペリフェラルモニタ
2 チャネルサーミスタ入力、ローカルセンサ
ー1、ファンコントローラ 2
2 チャネルサーミスタ入力、ローカルセンサ
ー1、ファンコントローラ 2
2
RPM 制御付き、I C クワッドリニアファンコン
トローラ
2、3、4 線式ファン用デュアル PWM ファン
速度コントローラ付き、2 チャネル温度モニタ
2 線式および 3 線式ファン用デュアル PWM ファ
ン速度コントローラ付き、2 チャネル温度モニタ

リモート
チャネル
0

ローカル
チャネル
1

インタ
フェース
2線

ファン
出力
リニア 1

閉ルー
プ RPM
なし

TACH
入力

2

1

2線

PWM 2

なし

2

2

1

2線

PWM 2

なし

2

0

0

2線

リニア 4

あり

4

1

1

2線

PWM 2

あり

2

1

1

2線

PWM 2

あり

2

PWM 1

なし

2

PWM 1

なし

2

PWM 1

なし

2

0

ピンストラッ
プ、ロジック
ピンストラッ
プ、ロジック
ピンストラッ
プ、ロジック
2線

リニア 1

あり

あり

0

0

2線

リニア 1

あり

あり

1

1

2線

PWM 1

あり

あり

1

0

2線

リニア 1

あり

あり

1

0

3線

リニア 1

あり

あり

1

1

2線

PWM 1

あり

あり

1

1

2線
ピンストラッ
プ

PWM 1

あり

あり

オン/オフ
1

なし

なし

MAX6643

独立型自動ファンコントローラ

1

1

MAX6644

独立型自動ファンコントローラ

2

0

MAX6645

独立型自動ファンコントローラ

2

0

MAX6650

リニアファン速度レギュレータおよびモニタ
リニアファン速度レギュレータおよび 4 ファン
モニタ
温度モニタおよび PWM ファンコントローラ
リモートジャンクション、温度制御リニアファ
ン速度レギュレータ
リモートジャンクション、温度制御リニアファ
ン速度レギュレータ
温度モニタおよび PWM ファンコントローラ

0

MAX6651
MAX6653
MAX6660
MAX6661
MAX6663
MAX6664
MAX6665
MAX6678
MAX6684

温度モニタおよび PWM ファンコントローラ
ファンオン/オフコントローラ/ドライバおよび温
度スイッチ(出荷時にスレッショルドを設定)
デュアル PWM ファンコントローラと 5 つの
GPIO 付き、2 チャネル温度モニタ
ファン障害検出器および電源スイッチ

2

0

1

2

1

2線

PWM 2

なし

なし

0

0

ロジック

オン/オフ1

なし

なし
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非 IC 温度センサー用信号コンディショナ
ここで取り上げる最後のタイプの熱管理製品は、サーミスタ、RTD、または熱電対とともに動作し、
これらのセンサーをシステムにインタフェース接続することができるようにします。これらのセンサーを
インタフェース接続するためのディスクリート回路の簡単な例はすでに図 1、6、および 10 で示して
います。また、これらのインタフェース回路の設計を簡素化し、コストを削減することができる集積化
ソリューションも提供されています。

サーミスタコンディショナ
図 30 に MAX6698 の多機能温度センサーを示しています。MAX6698 はローカル温度センサー、
3 つのリモートダイオードセンサー、および 3 つの NTC サーミスタチャネルを単一の IC に組み込ん
でいます。それぞれのサーミスタチャネルは、サーミスタ(RTHER_)および固定抵抗器(REX_)で構成
される電圧分圧器の出力に接続されます。1V 定格電圧のリファレンス出力(VREF)は、電圧分圧器の
上位を駆動します。サーミスタ入力(VTHER1～VTHER3)は、5mV の LSB とともに 8 ビットの ADC を
駆動します。サーミスタは負の温度係数であるため、V THER_入力は REX_抵抗器の両端の電圧を
測定し、温度の上昇とともに増大する出力コードを生成します。

図 30. MAX6698 はローカル温度センサー、3 つの外付け検出トランジスタ用入力、および 3 つの NTC サーミスタ
(RTHER1～RTHER3)用入力を備えています。

サーミスタの抵抗対温度は強度の非線形関数であるため、出力コードはサーミスタの温度と直接
一致しません。MAX6698 のデータシートには、サーミスタと外付け抵抗器のある組み合わせの場合の、
出力コード対温度を示す表が記されています。サーミスタと抵抗器の別の組み合わせの場合は、スプ
レッドシートを作成し、温度の関数として出力コードを計算します。
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図 31 はサーミスタ変換の簡単な回路を示しています。MAX6682 は、サーミスタ/抵抗器の電圧分圧器
を駆動するための単一サーミスタ用の入力と電圧リファレンスの出力を備えています。ディジタルデータ
はシリアルで読取り専用です。MAX6698 の場合と同様、データシートには、標準タイプのサーミスタ
用のサーミスタ温度に出力コードをマッピングする方法を示した表が記されています。

図 31. MAX6682 の単一サーミスタ-ディジタルコンバータ

RTD コンディショナ
図 32 は Pt-RTD 用のデュアルコンディショナ、MAX6603 を示しています。これは、2 つの 200Ω PtRTD に励起電流源、利得、および入力保護を提供します。出力は、電源電圧に対してレシオメトリック
であるため、リファレンスとして電源電圧を使用する ADC によってディジタル化することができます。
入力は±5kV の ESD イベントに耐えることができます。

図 32. MAX6603 は、2 つの 200Ω Pt-RTD にバイアス電流と利得を提供します。
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熱電対コンディショナ
｢熱電対｣の項ですでに述べたように、熱電対の信号調整は、ローカル温度センサー、高精度アンプ、
ADC、および電圧リファレンスからなります。Maxim には、これらの機能のすべてを集積した 2 つの
IC があります。MAX6674 と MAX6675 です。両 IC は K 型熱電対の出力をディジタルデータに変換
します。これらのコンディショナの IC は、熱電対の出力電圧を増幅およびディジタル化し、ローカル温度
の値を結果に加算し、これによって冷接点補償を実現することができます。
MAX6675 は、12 ビット(0.25°C)の分解能で、0°C～+1023.75°C の K 型熱電対の温度を測定します。
MAX6674 は 10 ビット(0.125°C)の分解能で、0°C～+127.875°C の熱電対温度を測定します。両 IC は、
熱電対のオープン接続を検出し、単純な 3 線式(クロック、データ出力、チップ選択)読取り専用インタ
フェースを使用します。図 33 は K 型サーミスタとともに使用する MAX6675 を示しています。
MAX6675 は、バイパスコンデンサ以外の外付け部品が不要な、完全ハードウェアソリューションです。

図 33. K 型熱電対用の内蔵の熱電対-ディジタルコンバータ

表 6 は、これら 2 つのコンディショナの IC に加え、Maxim のその他のコンディショナについてさらに
詳しく記載しています。

表 6. Maxim の非 IC 温度センサー用信号コンディショナ
品名
MAX6603
MAX6674
MAX6675
MAX6682
MAX6691
MAX6698

説明
2 チャネル、白金、RTD-電圧信号コンディショナ(200Ω
RTD)
K 熱電対-ディジタルコンバータ(0°C ~ +128°C)
K 熱電対-ディジタルコンバータ(0°C ~ +1024°C)
サーミスタ-ディジタルコンバータ
4 チャネル、サーミスタ-パルス幅コンバータ
7 チャネル、高精度温度モニタ(リモート 3、ローカル 1、
サーミスタ 3)
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センサー
入力

ローカル
センサー

インタ
フェース

2

1

アナログ

1
1
1
4

1
1
0
0

3線
3線
3線
パルス

6

1

2線

熱管理部品を使用する(原理と応用回路)
検出場所：適切なセンサータイプを選択するキーポイント
温度センサーを使用する最初のステップは、アプリケーションに対し適切なセンサーを選択することです。
まず始めに、温度を測定するターゲットを把握する必要があります。ここで、いくつかの標準的な測定
ターゲットを推奨センサータイプとともに一覧で示します。

プリント基板温度の検出
表面実装センサーはプリント基板の測定に最適です。RTD、サーミスタ、および IC センサーは、プリ
ント基板の温度測定に適した検出温度範囲を持ち、表面実装パッケージで利用することができます。
固有の直線性があり低コストであるため、通常は IC センサーを選択することが最も良いです。IC は
ディジタルインタフェース機能やサーモスタット機能などの追加機能を備えています。通常、これらの
追加機能によって、他の技術に比べ、システムコスト、設計の複雑さ、および性能面で優れています。
プリント基板温度を正確に測定するときに重要なことの 1 つに、適切な位置にセンサーを配置する
ことがあります。一般に、温度が安全動作範囲を超えていないことを保証するため、または、部品
特性の温度による変化を補償するために、特定の部品または部品グループの温度が測定されます。
センサーの位置が重要なときは、適切な位置に容易に配置可能な小型パッケージ(TDFN、SC70、
SOT23 など)の温度センサーを使用します。電気的にノイズが多い場所、または他の温度関連の電気
回路から離れている場所にセンサーを配置する必要があるときには、ディジタル出力が効果的です。
複数箇所のプリント基板を監視する必要があるときは、I2C、SMBus、または 1-Wire インタフェースを
備えるディジタルローカルセンサーが特に効果的です。スレーブアドレスの異なるデバイスを同じバス
上に存在させることが可能になるからです。多くの普及している I2C センサーには、複数のスレーブ
アドレスの 1 つを選択する場合に使用することができる入力があります。たとえば、MAX7500 と
DS75LX には、それぞれ 3 つのアドレス入力があります。MAX7500 のアドレス入力は VCC または
GND に接続することができますが、DS75LX アドレス入力には、3 レベルのロジック(3 つ目のロジック
レベルは入力が未接続のときに検出される)があります。したがって、単一バス上に、たとえば最大
8 つの MAX7500 や 27 の DS75LX が存在可能になります。
複数個所のプリント基板を監視するのに効果的な別の手法は、ディスクリート検出トランジスタととも
にマルチチャネルリモートセンサーを使用することです。図 34 に例を示します。この図では、
MAX6697 はディスクリートトランジスタを使用して自身の内部温度と 6 つの外部温度を監視しています。
したがって、計 7 つの温度が監視されており、I2C のスレーブアドレスは 1 つしか必要としません。
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図 34. 単一の MAX6697 によって基板の 7 箇所を監視。外付けの検出トランジスタは基板のホットスポット付近に
配置することができます。

周囲温度の検出
周囲温度は測定が困難な場合があります。温度が異なる可能性のある他の要素(プリント基板、電源、
CPU)からセンサーを隔離することなく、センサーの温度が空気と同じ温度でなければならないからです。
サーミスタ、熱電対、および RTD は、長いリードを用いて利用することができます。このリードが十分
に長くて細ければ、プリント基板の温度から検出素子を隔離することができます。検出素子がプリント
基板から十分離れている場合、温度は周囲温度と同じになります。これら 3 種類のセンサーの中でも、
サーミスタは、低コストで信号の必要条件が単純であるため、汎用的な周囲温度検出に最もよく使用
される可能性があります。図 35 は、周囲温度を測定するための、サーミスタ、熱電対、または RTD
の使用方法を示しています。この図では、サーミスタは基板の表面から十分に分離されており、また
リードの長さによって基板から熱的に隔離されています。
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図 35. 空気温度を監視するサーミスタ。サーミスタの長いリードよって基板表面から熱的に隔離されていることに
留意してください。

表面実装パッケージの温度センサーIC を使用して周囲温度を測定するのはさらに困難です。IC セン
サーに最も熱が伝わりやすい経路は、そのリード経由で、リードはプリント基板と同じ温度です。プリ
ント基板が周囲温度である場合、基板上に実装されたセンサーは周囲温度を測定します。しかし、
基板の温度を周囲温度より上昇させるほどの電力を消費する部品がプリント基板に含まれている場合、
IC は、周囲温度ではなく、上昇した基板温度を測定することになります。IC センサーがプリント基板よ
りも高い位置にある TO92 などの従来の IC パッケージであっても、リードを通じて十分な熱が伝わる
ため、測定温度はプリント基板の温度と事実上等しくなることに留意してください。図 36 は、基板実装
状態の TO92 の温度センサーIC を示しています。基板に実装されたセンサーは、基板温度の測定に
おいて優れた働きを示しますが、周囲温度は測定しません。

図 36. TO92 パッケージの基板実装温度センサー。TO92 のリードによってセンサーが基板の表面より高くなりますが、
十分な熱伝導率があるため、センサーは空気温度ではなく基板温度を測定します。

基板温度には敏感ですが、センサーIC は、ほとんどの場合、空気温度を測定するのに最も適した
ソリューションです。それは、センサーIC が単にセンサーだけではなく、ディジタル出力、アドレス指定、
サーモスタットなどの追加機能を通常備えているからです。周囲温度を検出するために TO92 の IC
を使用するには、ツイストペアワイヤを使用して基板からセンサーを隔離します。サーミスタのときと同
様、ワイヤが十分に長くて細ければ、正確な周囲温度の読取り値を得るのに十分な隔離を達成する
ことができます。図 37 は、この方法を使用した TO92 センサーを示しています。センサーは DS18S20
で、Maxim の 1-Wire ディジタルインタフェースを使用しています。
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図 37. 周囲温度を監視する DS18S20。(a)プリント基板からセンサーを隔離するためにツイストペアワイヤの終端
に実装された DS18S20。(b)DS18S20 はデータラインによって電力を供給されます。データと電力は μC の I/O ピン
によって制御されています。

また、サーマルダイオードセンサーを使用して周囲温度を測定することもできます。この場合、ディス
クリート検出トランジスタは、ツイストペアの終端に設置します。Maxim のリモートダイオードセンサーの
いずれを使用してもトランジスタの温度を測定することができます。

CPU、グラフィックスプロセッサ、FPGA、ASIC、電力用デバイスなどの温度の検出(オンチップ
サーマルダイオードを使用)
｢リモートディジタル温度センサー｣の項ですでに述べたように、一部の部品、特に、CPU、GPU、
FPGA などの高性能 IC には、温度を検出する目的でバイポーラトランジスタが搭載されています。
これは通常、コレクタを接地した PNP です。ベースとエミッタは、｢ダイオード｣接続です。熱検出トラン
ジスタが IC ダイ上にあるため、測定精度は他の検出手法よりもはるかに優れており、熱時定数は極
めて小さくなります。Maxim のリモートダイオードセンサーは、このようなデバイスの温度を監視する
ために最適化されています。さまざまな IC 上のサーマルダイオード間で理想係数と直列抵抗にいくら
かの差があることに留意してください。これらの差による影響は｢リモートダイオードセンサーのガイド
ライン｣の項で説明しています。

CPU、グラフィックスプロセッサ、FPGA、ASIC、電力用デバイスなどの温度の検出(オンチッ
プサーミスタを使用)
サーマルダイオードをまったく利用することができない IC もあり、代わりに、サーミスタを内蔵して温度
を監視することができるようにしています(｢サーミスタ｣の項を参照)。一般にサーミスタは、温度係数
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が非常に小さく精度が悪いため使用が難しくなります。25°C の定格抵抗値の変動は、±50°C 以上の
誤差またはそれ以上に相当します。したがって、サーミスタは、使用前に 1 つまたは 2 つの温度で
較正する必要があります。温度係数が低いと、MAX6698 などの標準的なサーミスタコンバータで、
6°C/LSB 程度の分解能になります。
図 38 は、MAX6698 において、内蔵サーミスタの 1 つを使用したときの、サーミスタのチャネルコード
対温度の標準的な曲線を示しています。得られた結果は使用することはできますが、有効分解能が
低いことに留意してください。

図 38. 0.3%/°C の内蔵サーミスタを使用したときの MAX6698 のサーミスタのチャネルコード対温度
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リモートダイオードセンサーのガイドライン
リモートセンサー用プリント基板レイアウトのガイドライン
リモート温度センサーを使用したときに最良の結果が得られるように以下のガイドラインに従ってくだ
さい。DXP はアノード接続であり、DXN はカソード接続です。精度がノイズのピックアップ量に依存す
ることに留意してください。この量による影響は簡単には予測することができません。最終レイアウトを
確定する前に必ず精度を確認してください。
1. 実用的な範囲でサーマルダイオードのできるだけ近くにリモートセンサーを配置してください。コン
ピュータのマザーボードなど、ノイズの多い環境では、この距離は最大約20cmになる可能性が
あります。最悪のノイズ源を避ければ、この長さを増やすことができます。ノイズ源としては、CRT、
クロック発生器、メモリバス、およびPCIバスなどがあります。
2. DXP-DXNの配線は、近くの高速ディジタル信号を横切ったり、これに平行に配置したりしないでく
ださい。適切なフィルタ処理を行っても、+30°Cの誤差が容易に生じてしまいます。
3. DXPとDXNの配線は、互いに平行かつ接近させて配置してください。平行な配線の各ペアをサー
マルダイオードに配線する必要があります。これらの配線は、より高電圧の配線(+12VDCなど)から
離して配置してください。プリント基板の汚れによる漏れ電流を最小限に抑えてください。DXPから
グランドへの20MΩの漏洩経路によって約+1°Cの誤差が生じます。高電圧の配線が避けられない
場合は、ガードトレースをDXP-DXN配線のいずれかの側のGNDに接続してください(図39を参照)。
4. 経路に使用するビアおよびクロスアンダーをできるだけ少なくして、銅/はんだの熱電対効果を最小限
に抑えてください。
5. 実用的な範囲で、できるだけ幅の広い配線を使用してください。5mil～10milの配線が標準的です。
長くて幅の狭い配線を使用する場合は、配線の抵抗分が温度の読取り値に大きな影響を与えること
に留意してください。
6. 電源のノイズが多い場合は、VCCに抵抗(最大47Ω)を直列に追加してください。
7. リモートセンサーICの近くで、DXP-DXN入力の両端にわたってフィルタコンデンサを配置してください。
センサーのデータシートの推奨値を使用してください。

図 39. DXP-DXNのプリント基板での推奨トレース。高電圧のトレースがDXNとDXPのトレースの近くにある場合、
2つの外側ガードトレースをお勧めします。
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サーマルダイオードへのケーブル接続 回路基板の通常範囲を超える距離にサーマルダイオードを
配置する必要が出てくることがあります。たとえば、ダイオードが大きなシャーシの反対側で温度を測定
しているときなどです。距離とノイズレベルが中間～低いときには、単純なツイストペアケーブルで最長
3m または 4m において適切に動作します。距離が長い(最大約 30m)場合やノイズレベルが高い場合は、
リモートセンサーIC にシールド接地されたシールドケーブルを使用する必要があります。Belden 8451
ケーブルはこのようなアプリケーションで良好に機能します。直列抵抗が温度の読取り値に影響すること
を思い出してください。このため、抵抗相殺を備えたセンサーを使用するか、またはワイヤの抵抗値の
影響を計算し、報告された温度値からその値を差し引きます。ケーブルの静電容量にも注目してください。
静電容量は、サーマルダイオード入力で使用することができるコンデンサの最大値を低減します。
ディスクリートのサーマルダイオードの使用 リモート検出ダイオードがディスクリートトランジスタで
あるときは、そのコレクタとベースを接続します。この用途では、NPNとPNPは等しく良好に機能します。
表7は、リモート温度センサーでの使用に適切なディスクリートトランジスタの例を一覧で示しています。
トランジスタは、順方向電圧が比較的高い小信号タイプのトランジスタでなければなりません。そうで
ないと、A/D入力電圧の範囲に違反する可能性があります。最大想定温度での順方向電圧は、10μA
で0.25Vを上回り、最小想定温度のときの順方向電圧は、100μAで0.95V未満でなければなりません。
大きいパワートランジスタは使用しないでください。ベース抵抗が100Ω未満になるようにしてください。
順方向電流利得の仕様が厳しい(たとえば50 < ベータ < 150)ということは、製造業者のプロセス管理
が優れ、デバイスのVBE特性が一様であることを示します。
表 7. サーマルダイオードとして使用するディスクリート NPN トランジスタ
製造業者
Central Semiconductor (米国)
Rohm Semiconductor (米国)
Samsung (韓国)
Siemens (ドイツ)
Zetex (英国)

型番
CMPT3904
SST3904
KST3904-TF
SMBT3904
FMMT3904CT-ND

ディスクリートトランジスタの製造業者は一般に、理想係数を指定したり保証したりしません。このことは
通常問題にはなりません。良い品質のディスクリートトランジスタの理想係数は、比較的狭い範囲内に
収まる傾向があるからです。さまざまなディスクリートトランジスタによるリモート温度読取り値の変動が
±2°C未満であることが観察されました。とはいえ、実際に設計する場合は、該当する製造業者に対して、
複数のディスクリートトランジスタによる温度読取り値の一貫性について確認することをお勧めします。

サーマルダイオードの設計ガイドライン
マイクロプロセッサや FPGA の販売ビジネスを進める IC ベンダーの中には、長年にわたってサーマル
ダイオードを自社製品に含め、このデバイスの設計方法に関して十分に理解しているベンダーもあり
ます。サーマルダイオードを組み込もうとする初めての IC 設計者のために、この項では、いくつかの
ガイドラインを以下に示します。
1. ダイオードの内部抵抗を最小限に抑えます。前述のように、約+0.45°C の誤差が直列抵抗の各
オーム値によって生じます。ベースをコレクタに接続した状態で、トランジスタをダイオード接続の
構成で使用する場合、ベース抵抗はベータの倍大きくなる可能性があります。このケースでは、ダイ
オードを接続したときに 100μA でデバイスを飽和させなければコレクタ抵抗は重要ではありません。
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2. トランジスタのベータを最大化することによって、温度と電流の値の全体にわたってコレクタ電流比
(および精度)を維持します。
3. ダイオードの順方向電圧は温度センサーADC の入力範囲内でなければなりません。順方向電圧は、
温度検出すべきすべての動作温度において、順方向電流 10μA のときに 0.25V を超え、順方向
電流 100μA のときに 0.95V 未満である必要があります。
4. ほとんどのプロセスでは絶縁 P/N 接合がありません。ダイオード接続トランジスタが機能するのは、
以下に示す制約を満たす場合です。
A. それ自体が NPN デバイスの場合、ベースをコレクタに接続した状態で 3 つの端子すべてを
いずれの電源からも隔離してダイオード接続する必要があります。
B. それ自体が PNP デバイスの場合、コレクタをグランドに接続することは容認されますが、
エミッタとベースはいずれの電源からも隔離する必要があります。
5. 正しく動作させることができる測定系で測定をする必要があります。測定の精度が重要になります。
電圧は 100μV の精度であり、10μA と 100μA の試験電流は±0.1%の精度が必要です。検出トラ
ンジスタは Maxim のいかなるリモート温度センサーでも十分に動作する必要があります。
6. 検出ジャンクションに結合したノイズによって温度測定誤差が生じる可能性があります。ディジ
タル信号やノイズの多い電源などのノイズ源から検出デバイスを慎重に隔離してください。
A. 高速ディジタル信号を伝達する金属と検出デバイスを物理的に分離してください。また、検出
トランジスタとボンディングパッドの間の金属から物理的にディジタル信号を分離してください。
B. 高速ディジタル信号(特に高速バッファ出力の近くにある信号)のボンディングパッドの隣に、
検出ジャンクションのボンディングパッドを配置しないでください。可能であれば、検出ジャンク
ションのボンディングパッドを DC 入力(たとえば設定用入力ピンに使用される DC ロジック入力)
であるパッドの隣に配置してください。
C. 検出デバイスを n+および p+のガードリングで囲んでください。
7. 縦型 PNP の標準構造を回路基板のコレクタとともに図 40 に示しています。10 のエミッタが互い
に接続されています。各エミッタは 20μm x 2.5μm です。

図 40. 内蔵の PNP サーマルダイオード設計の例
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アプリケーション例
4 線式 RTD-ディジタル変換
RTD の抵抗を測定することで温度を算出しているため、RTD のリードに一定の抵抗が存在すると、温度
測定に誤差を生じます。RTD が測定回路の近くにあるときは問題ではありませんが、距離が長い場合
には、3 線または 4 線の接続を使用して、リードによる抵抗の誤差をなくす必要があります。図 41 の回
路は、MAX1402 オーバーサンプリング ADC を使用した 4 線式の RTD インタフェースです。MAX1402
には、マッチングされた 2 つの電流源があり、その 1 つは、RTD (このケースでは Pt100)用の励起電流を
提供します。励起電流は検出リードに流れないため、リードの抵抗が温度測定の精度に影響することは
ありません。もう 1 つの電流源は、高精度の抵抗器を駆動して ADC 用のリファレンス電圧を生成します。

図 41. Pt100 RTD 用の 4 線式インタフェース

RTD の使用時に最高の精度を得るため、取得したデータに直線性の補正を加えて Pt100 の非直線性
を補償しています。また利得補正を使用して、リファレンス抵抗器の許容誤差と電流源間のミスマッチ
を補償します。
図 42 に示すように、少量の正のフィードバックを増幅回路に加えると、ディジタル直線性の補正を
行わなくて済みます。この回路では長いリードを補償することはできないため、RTD が測定回路の
近くに配置されているときに使用するようにしてください。図 43 は、図 42 の回路で直線化したときの、
Pt100 の誤差曲線を示します。詳細については、Maxim のアプリケーションノート 3450｢正帰還に
よって PT100 トランスデューサを補償｣を参照してください。
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図 42. Pt100 リニアライザ回路

図 43. 図 42 の回路の出力における-100℃～+200℃の間での直線性からのずれを示す誤差曲線

51

熱電対インタフェース回路
｢熱電対｣の項ですでに述べたように、熱電対インタフェース回路には通常、高分解能 ADC、冷接点
温度センサー、電圧リファレンス、および高精度アンプが搭載されています。図 44 で示す回路は、
ADC (MX7705)と内蔵のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を使用しており、外付けの高精度アンプ
は不要です。冷接点の温度は、MAX6627 リモートダイオードセンサーと、熱電対コネクタにおける外
付けのダイオード接続トランジスタを使用して測定します。ADC が測定した見かけ温度に冷接点温度
を加えると、熱電対コネクタをシステムに接続するときに生成される熱電対が補正されます。負の温
度には、MAX7705 が対応することができます。MX7705 の入力コモンモードレンジがグランドよりも
30mV 低い電圧にまで拡張されています。この回路は、すべての主要なタイプの熱電対で動作するよ
う適合させることができます。

図 44. 熱電対測定回路。MX7705 が熱電対出力を測定し、MAX6627 および外部のトランジスタが冷接点温度を
測定します。
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図 45 は、全機能内蔵の熱電対-ディジタル回路を示しています。この回路は、K 型熱電対から正の
温度値を測定し、外付け部品を必要としません。最大測定温度は、+1024.75°C です。熱電対の伝達
関数の線形化は μC によって外部で行われます。12 ビット分解能によって LSB 値は 0.25°C になり
ます。

図 45. K 型熱電対用の内蔵の熱電対-ディジタルコンバータ

IR リンクの温度センサー
電気的な絶縁または EMI 耐性の向上が必要な場合、温度センサーとシステム間の IR リンクは
優れたソリューションです。図 46 の回路はこのようなリンクを実装したもので、MAX6576 の温度周期センサーを使用しています。設計の詳細については、Maxim のアプリケーションノート 3457
｢IR-link temperature sensor allows isolation of the temp sensor｣(英文)を参照してください。

(a)
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(b)

図 46. IR リンクの温度センサー。(a)センサーおよびトランスミッタ。(b)レシーバ

RS-232 駆動の温度センサー
図 47 の回路は、RS-232 インタフェース IC から MAX6576 の温度-周期センサーに電力を供給します。
この IC はシステムにセンサーの出力波形も伝えます。MAX6576 の出力波形の周期は、温度と直接
関 連 し ま す 。 詳 細 に つ い て は 、 Maxim の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ノ ー ト 3424 ｢ RS-232-powered
temperature sensor｣(英文)を参照してください。
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図 47. RS-232 駆動の温度センサー

ファン制御回路
パルス幅変調によるファン電源の駆動
｢ファン速度の制御｣の項で述べたように、この手法は単純であり、ノイズの増大やタコメータ検出が
より困難であるという欠点が問題にならない場合に適しています。図 48 は、MAX6615、MAX6616、
MAX6639、MAX6640、MAX6653、および MAX6678 などのいくつかの Maxim のファンコントローラで
機能するハイサイドとローサイドのバージョンを示しています。図 48a はハイサイドの駆動回路です。
PWM 信号の極性が負でなければならないこと、また PWM 出力がファンの電源電圧にプルアップ可能
であることに留意してください。図 48b のローサイド駆動回路の場合、PWM の極性が正であることに
留意してください。PWM 出力は、n チャネル FET をオンすることができるくらいまで高くプルアップ
する必要があります。両方の回路に対し、タコメータカウンタが正しく動作するにはパルス伸長が必要
なことがあります。これは特に、比較的速度の遅いファンにあてはまります。
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図 48. ファンの電源のパルス幅変調を使用した 3 線式ファン制御回路。2 線式ファンは同じ回路で制御することが
できますが、タコメータ出力を備えていません。(a)ハイサイド駆動。(b)ローサイド駆動

4 線式ファン駆動
4 線式ファンは通常、ファン制御に高周波数(20kHz～50kHz)の PWM 信号を必要とします。図 49 の
回路は、2 つの 4 線式ファンで使用される MAX6639 デュアルファン速度コントローラを示しています。
MAX6639 は 2 つの温度検出チャネルも備えており、測定した温度の関数としてファン RPM を制御
することができます。

図 49. 2 つの 4 線式ファンを制御している MAX6639。2 つの温度を測定し、測定した温度に基づいてファン RPM
を制御することが可能です。

56

PWM 制御信号をリニアファン駆動に変換する
ほとんどのファン制御 IC は、PWM 信号を生成することでファンの速度を制御します。この信号は
4 線式ファンに適しているうえ、多くの場合、電源の変調に使用するときは、2 線式および 3 線式ファン
でも使用することができます。パルス幅変調の電源が受け入れられないときは、リニア電圧で 2 線式
または 3 線式ファンを駆動することによって速度を調整する必要があります。ファンコントローラがファン
速度制御のために PWM を生成する場合、以下の回路の 1 つを使用して PWM 信号をリニア電圧に
変換することができます。
ディスクリート PWM-リニアファン駆動 図 50 の回路は、ほとんどの PWM ファン制御 IC での使用に
適しています。この回路は、PWM 信号にフィルタをかけ、得られた DC 電圧を増幅してバッファリング
することによってファンを駆動します。低周波(100Hz)の PWM 波形にフィルタをかけるのに 2.2μF
コンデンサが必要です。MAX6639 などの速度コントローラは、より高い PWM 周波数(20kHz 以上)
を備えているため、2.2μF コンデンサをより小さな値に変えることができます。最良の方法は、有効な
最大周波数の PWM を使用することです。図に示した回路は、MAX6615、MAX6616、MAX6639、
MAX6640、MAX6653、および MAX6678 など、Maxim のすべての PWM 出力ファンコントローラで
機能します。

図 50. PWM ファン制御信号をリニア電源電圧に変換するための回路

図 50 のように、リニアパストランジスタを使用すると、若干の電力損失が生じることに留意してください。
ファンの電源電圧が定格電源電圧の半分のとき、パスデバイスはファンの最高速時の定格電力の
約 25%を消費します。図 51 の回路は、簡単なスイッチング電源を使用することによって、リニアパス
トランジスタで電力を消費することなくファンに可変の電源電圧を提供しています。つまり、MAX6639
で利用可能な PWM の最大周波数(25kHz)を使用しています。
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図 51. 外付けのスイッチモードの電圧レギュレータを使用して PWM 出力ファンコントローラからリニア駆動

リニアファン駆動
少数の Maxim 製品、特に、MAX6620、MAX6650、MAX6651、MAX6660、および MAX6661 は、リニア
電源電圧でファンを駆動します。図 52 に、最大 4 つの 12V ファンの RPM を制御する MAX6620 を
示しています。外付けの PNP または p チャネル MOSFET はパスデバイスとして機能しています。
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図 52. ここに示す MAX6620 は、4 チャネルリニアファン速度コントローラです。外付けのパストランジスタを使用し
て可変電力をファンに供給しています。

高電圧ファン制御
BLDC ファンの大多数は 5V～12V 電源で動作し、ほとんどのファン速度制御 IC は 3.0V～5.5V 範囲
の電源で動作します。ただし、24V または 48V の電源で動作するファンも多くあり、標準の速度制御
IC でファンを使用するには、その前に外付け回路の変更が必要となることがあります。
48V、4 線式ファン速度制御
4 線式ファンは高電圧動作に容易に適合します。ファンコントローラが高電圧にさらされることがない
からです。このファンの PWM 入力は、通常のロジックレベルに対応しており、出力はオープンドレイン
です。したがって、ファンコントローラの電源電圧(たとえば 3.3V)までプルアップすることが可能です。
図 53 の回路は、高電圧 4 線式ファンを制御するための概念を示しています。これは、ファンの電源
電圧を除いて 12V ファン制御回路と同じです。PWM 出力ファンコントローラ IC はいずれも 48V ファン
で機能します。
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図 53. 48V、4 線式ファンの制御。特別な注意は必要ありません。該当する出力周波数が利用可能な PWM 出力
ファンコントローラであれば、正常に動作します。

48V、PWM 電源ファン速度コントローラ
図 48 の回路のような、+5V と+12V 電源をパルス幅変調するファン制御回路を 48V ファンで機能す
るように変更することができます(図 54 を参照)。MAX6639 の PWM 出力では+48V までプルアップ
することができないため、トランジスタを使用することによって、+48V とグランドの間でスイングする
ように PWM 信号をレベルシフトすることができます。得られる高電圧 PWM は、ファンに電力を供給
するトランジスタのゲートに印加されます。

図 54. PWM 信号で電源を変調することで 48V の 2 線式または 3 線式ファンを制御

48V、リニアファン速度コントローラ
MAX6650 と MAX6651 は、12V ファン用に設計されたファン RPM コントローラです。標準構成では、
n チャネル FET がファンのローサイドを駆動し、ファンからのタコメータ信号によって IC の TACH 入力
(1 つまたは複数)を駆動します。電圧フィードバックは FET のドレイン(ファンのグランド端子)から得られます。
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MAX6650 または MAX6651 で 48V ファンを使用するときは、定格電圧がより高い FET を選択する
必要があります。また、ドレインからの電圧フィードバックとファンからのタコメータ信号を減衰させて
IC の最大入力電圧である 13.2V を超えないようにする必要があります。図 55[@]の回路はこれを実
行する方法を示しています。詳細については、Maxim のアプリケーションノート 3361 ｢24V および
48V ファンに MAX6650 および MAX6651 ファン速度レギュレータを使用｣を参照してください。

図 55. 48V、リニア RPM コントローラ。フィードバック信号とタコメータ信号は、MAX6651 の入力電圧の許容範囲と
の適合性のために減衰されます。

独立型ファン制御回路
ユーザー設定可能な IC およびマイクロコントローラに基づいたファン制御によって優れた柔軟性と性
能を実現することができますが、ユーザー設定可能な IC や複雑な IC が不要な非常に簡単なファン
制御方式のほうがよいケースが数多くあります。以下にいくつかの例を示します。

温度スイッチを使用した基本的なオン/オフファンコントローラ
単純に、高温時にファンを始動し、低温時にオフにすることは、単純で信頼性があり、低コストの温度
制御方法ですが、ノイズレベルに急速な変化が生じます。したがって、機器がユーザーから隔離され
ているとき、または、通常動作温度が十分に安定しているためにファンによってオンオフが連続的に
繰り返されないときは、この手法が最適です。
温度スイッチはこの機能に最適です。スイッチのいくつかの種類を以下に示します。
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ローカル検出(スレッショルドを出荷時に設定) 図 56 の回路は、図 56a のように 2 線式または 3 線式
ファンの電源をイネーブルすることによって、または図 56b のように 4 線式ファンの PWM 速度制御
入力を駆動することによってファンのオンとオフを切り替えます。

図 56. スレッショルドを出荷時に設定するローカルのオン/オフファンコントローラ。(a)温度スイッチと FET を使用し
て 2 線式および 3 線式ファン用のファン電源をイネーブルします。(b)温度スイッチの出力によって 4 線式ファンの
PWM 入力をじかに駆動してファンを始動します。

ローカル検出(スレッショルドを調整可能) 図 57 の回路は図 56 の回路と似ています。ただし、調整
可能な温度スイッチ MAX6510 を使用する点が異なります。このスレッショルド温度は外付けの抵抗
によって設定されます。出力をアクティブハイにするには、OUTSET ピンを VCC に接続する必要が
あります。
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図 57. スレッショルドを調整可能なローカルのオン/オフファンコントローラ。(a)温度スイッチと FET を使用して 2 線
式および 3 線式ファン用のファン電源をイネーブルします。(b)温度スイッチの出力によって 4 線式ファンの PWM
入力をじかに駆動してファンを始動します。外付けの抵抗によってトリップスレッショルドを設定します。

リモート検出(スレッショルドを出荷時に設定) 前の 2 つの図においてファンのオン/オフコントローラは、
ローカルの温度スイッチを使用しているため、基板の温度に基づいてファンの始動を決定しています。
この決定が空気の温度または IC の温度(サーマルダイオードを用いる)のいずれかに基づいて行う
必要がある場合は、リモート温度スイッチの方が優れた選択肢になります。図 58 の回路は、図 56
および図 57 の回路と似ています。ただし、図 58 の回路では、リモート検出温度スイッチを使用して、
温度が、出荷時に設定したスレッショルドを超えたかどうかを判断しています。図 58a の回路は、
外付け IC のダイ温度を監視するのにその IC のダイ上のサーマルダイオードを使用しています。
温度がトリップスレッショルドを超えると、MAX6513 はファンに電力を供給するトランジスタをオンに
します。図 58b では、MAX6513 は、空気温度を検出するために使用されているディスクリートトラン
ジスタを監視します。このケースでは、空気温度がトリップスレッショルドを超えると、MAX6513 の
出力が 4 線式ファンの PWM 入力を駆動してファンを始動します。
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図 58. スレッショルドを出荷時に設定するリモートのオン/オフファンコントローラ。(a)温度スイッチと FET を使用して
2 線式および 3 線式ファン用のファン電源をイネーブルします。(b)温度スイッチの出力によって 4 線式ファンの
PWM 入力をじかに駆動してファンを始動します。

単純な 2 速ファンコントローラ
一部のシステムでは通常、温度が十分高い場合はファンが回転しなければなりませんが、十分に
低い場合には低速度で動作しても支障のない場合があります。このようなケースでは、2 速(低速および
高速)ファンコントローラが最適です。図 59 の回路は、このようなファンコントローラの例であり、
MAX6668 を使用しています。これは、250mA、12V のファンを駆動可能なパワートランジスタを内蔵
するリモート温度スイッチです。スレッショルド温度は工場出荷時に選択されます。MAX6668 はオン/
オフのファンコントローラですが、外付けのディスクリート PNP トランジスタを追加することによって、
2 速のファンコントローラを構築するのに使用することができます。
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図 59. スレッショルドを出荷時に設定するリモートの 2 速ファンコントローラ。スレッショルドを下回ると、ファンは約
半分の速度で動作します。スレッショルドを超えると、ファンは最高速で動作します。

図 59 で、MAX6668 のオープンドレインの n チャネル FET は、温度がスレッショルド未満のときに
オフになります。FET がオフの間、PNP はファンのグランドリードを駆動します。PNP のベースを+5V
に接続した状態で、ファン両端の電圧は 6V 強です。これは、ほとんどの小型ファンを駆動するのに
十分な電圧です。6V 電源でファンの動作を必ず確認してからこの回路を使用してください。スレッショルド
を超えると、内蔵の FET がファンに 12V を供給し、最高速で駆動します。

ファン用フェイルセーフ回路
一部のシステムでは、ファン速度を制御するのに、ファンから少し離れたところにある μC またはファン速
度コントローラ IC を使用しています。たとえば、PWM 信号への接続が中断されたり、μC がハングし
たりして問題が生じた場合、温度スイッチがフェイルセーフ回路として機能し、温度が上昇してあらかじ
め決められたスレッショルド値を上回ると、ファンが最高速で回転するようにすることができます。これを
実現しているのが図 60 の回路です。MAX6514 の温度スイッチの出力は PWM 信号と OR がとられ
ます。MAX6514 の温度がそのスレッショルド値を上回ると、ファンは最高速で駆動されます。

図 60. トリップスレッショルドを出荷時に設定するファンのフェイルセーフ回路

65

多段速度、独立型ファン制御
速度段が多く、また速度間の変化率が規制されているファンコントローラのほとんどは、μC を使用し
て設定可能でなければなりません。図 61 の回路は、MAX6643 を利用しています。これは、バスの
代わりに設定用入力ピンによって特性が設定される特殊なファンコントローラファミリの 1 つです。
MAX6643 は、内蔵のセンサーおよびオプションとして外付けのトランジスタを使用して温度を検出
します。このセンサーは単一の PWM 出力を生成しますが、2 つの TACH 入力を備えています。した
がって、2 つのファンの両方を独立して監視することができますが、同じ PWM 信号で駆動します。

図 61. MAX6643 独立型の自動ファン速度コントローラ
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温度スイッチ
インサーキット温度スイッチ試験
システム保護のために温度スイッチを使用するときは通常、システムの動作範囲を十分上回る値に
トリップ温度を設定します。それでは、どのようにして固定スレッショルド付きの温度スイッチが基板
レベルで機能することを確認するのでしょうか。方法の 1 つに、基板の温度をトリップスレッショルドを
上回る値に上昇させる方法がありますが、これはあまり望ましいことではなく、実用的でもありません。
図 62 にもう 1 つの方法を示しています。この図にある MAX6517 も、温度係数が負で、アナログ
電圧出力を備えた Maxim の温度スイッチシリーズの 1 つです。温度スイッチの機能を試験するには、
単にアナログ出力をグランドに短絡します。MAX6517 は、温度が上昇したときのように反応します。
これでアクティブローの TOVER が出力されるため、保護機能が有効であることを確認することが
できます。

図 62. 基板レベルで温度スイッチの動作を確認する簡単な方法は、アナログ電圧出力をグランドに短絡する方法で
す。これによって温度が高くなったときと同じように温度スイッチを反応させることができます。アクティブローの
TOVER 出力がトリップされるため、その機能を確認することができます。

サーマルクローバ
いくつかの熱保護の手法では、影響を受けたシステムが自動復帰できないようにそのシステムを
シャットダウンすることが求められます。これを行うための手法の 1 つに、電源｢クローバ｣を用いる方法
があります。つまり、主電源のヒューズが飛ぶまで電源を短絡します。図 63 の回路では、これを実行
するのに、2 つの別々のホットスポットを監視する 2 つの温度スイッチを使用しています。1 つのホット
スポットのみを監視する場合には、温度スイッチの 1 つと OR ゲートをなくすことができます。高温
状態になると、シリコン制御整流素子(SCR)がオンになり、電源が短絡されてヒューズが飛びます。
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図 63. 2 つの温度スイッチを備えた温度過昇クローバ回路。いずれかの温度スイッチが熱くなってトリップされると、
SCR D1 がオンになり、電源が短絡されてヒューズが飛びます。

Maxim のすべての熱管理製品の最新情報については、japan.maxim-ic.com/thermalmanagement をご覧ください。

SMBus は Intel Corp.の商標です。
SPI は Motorola, Inc.の商標です。
1-Wire は Maxim Integrated Products, Inc.の登録商標です。
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