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て物理量を元の帯域幅に復元 し、センサが発生する電気的ノ イズは広帯域に拡散 し、低域濾波で抑制することによ
り信号対雑音比を改善する。



明 細 苫

物理呈検出装置

技術分野

０００1 本発明は検出感度を高めた物理呈検出装置に関する。

背景技術

０００2 現在、我々の，央適な毎 日の生活は、さまざまな物理呈を検出するセンザシステムに

負うところが大きい。センザシステムの数多くの応用分野では、さらなる高感度化や高

分解能化、安定化が要求されている。例えば近年のナノテクノロジーやバイオテクノ

ロジー分野の発展に伴って、センザシステムの高感度化や高分解能ィヒの改苦要求

が高まっている。

０００3 センザシステムの感度や分解能を高めるには、センザ素子からの出力を増幅する

だけではなく、センザ素子からの出力信号に対し妨告となるノイズ成分を極力 、さくし

、センザ素子からのセンシング信号の信号対雑音比を高くすることが必要である。

０００4 ここでセンザシステムの具体例として、ホール素子を用いた磁気センザシステムの

場合を取り上げて説明を行う。非特許文献 (c Q出版株式会社トランジスタ技術2００

5年 2月号電子部品選択 活用ガイド第9 回「磁気センザ」) には、ホール素子を用

いた磁気センザシステムが詳細に解説されている。

０００5 非特許文献 に解説されているように、ホール素子は素子に電流を流すことにより、

外部磁束密度に比例した電圧の出力を得ることができ、良好な直線性を持った小型

半導体磁気センザである。図6 にホール素子の動作原理図を示す。ホール素子はイ

ンジウム・アンチモン ( sb)あるいはガリウム・砒素 (G a s)等の半導体で作られてお

り、それぞれ一対の制御電流入力端子と電圧出力端子を持っている。

０００6 半導体の 方向に一定の電流を流すと半導体の内部では電子は電流とは逆向きに

流れる。ここで外部から 方向の磁界を与えると電子はローレンソカと呼ばれる電磁

力を受け、過渡的には電子の移動方向が変わり、z方向手前面に電子が帯電し、z方

向奥側には正に帯電したドナーが取り残される状態になる。そうするとz方向に受けた

力に釣り合うような電界が発生し、電圧測定端子間に電位差が発生する。この平衡状



熊において半導体の 方向に流れる電流は直進するようになる。このときの口一レン
、ソ力の向きは図6 に示すように「フレミングの左手」の法則に従う。中指が電流の

方向、人差し指が磁界の方向とするとき、親指が受ける力の方向を示す。従って、磁

界の方向が変われば、発生する電界の方向も変わり出力電圧の極性が変わる。また

、磁界の強さが変われば、電界の強さも変わり、出力電圧も比例的に変ィヒする。この

現象は 878 年、アメリ力の ・ ・ a 氏が発見したので、ホール効果 ( a ffec

) と呼ばれている。

０００7 ホール素子は磁気抵抗 ( )センザや磁気インピーダンス ( )センザと比べて測

定のダイナミックレンジが非常に広いとレぢ利点があり、今 日非常に多くの産業応用

分野で利用されている。しかしながらその反面、検出感度が他のセンザと比べて低い
とレぢ欠点が存在しており、その適用分野に性能上の限界が存在している。

０００8 ホール素子の主要なノイズ成分は、 fノイズと、ジョンソンノイズと呼ばれる熱雑

音であり、これらのノイズによってホール素子の感度や分解能が支配されている。ここ

に fノイズは低周波城で特に顕著となる性質があり、またジョンソンノイズは抵抗体

に電流が流れる際の熱現象によって生じる白色ノイズであって、 を絶対温度 」、

をボルツマン定数 (二 ・3 8０6 5０3 X ０ s ) 、 をホール素子の抵

抗値 」白 、A fを測定周波数帯域 としたとき、電圧値で (4 2) z
2

０００9 通常の産業応用の事例では、ホール素子は、図7 (a) に示したよぅな直流定電流で

駆動されて使用されている。図7 に示すよぅに ノイズの影響が大きい低周波

城では、帯域幅を狭くすると信号対雑音比が低下する。ホール素子を用いた高感度

の磁界測定では、低周波城で特に顕著となる fノイズなどの低城におけるノイズの

影響を 、さくするために、図7 のブロック図に示されているよぅに、ホール素子に

周波数の高い搬送波電流を流して搬送波の周波数のホール電圧を発生させ、発生

したホール電圧の検出には、この搬送波を某準波として用いて同期検波する同期検

波方式が用いられている。この同期検波回路はロックインアンプとも呼ばれる。

００1０ 図7 (c) において、交流電流源の出力電流は搬送波信号としてホール素子に流さ

れ、ホール素子からはホール素子が感知する磁界の値に比例したホール電圧が搬



迭周波数て出力される。この搬迭周波数のホール電圧は増幅器て増幅された後、乗

算器にて某準波信号発生器の出力信号を移相器に適して位相燗整を施したものを

参昭信号として用いた位相検波を行った後、低城傭波器を適すことにより、ホール素

子か感知した磁界値に比例した出力を得る。

００11 しかし、こうした同期検波方式を用いた場合ても、磁気側定の分解能は、ションソン

ノイスや干渉信号なとのノイスの影響を受ける。このため、ホール素子を用い、同期

検波方式によって信号を検出する磁気センザシステムの感度は、 ～０ミリヵウス程

度か限度てあった。

００12 ノイスの影響を低減する方怯として、 回のセンシンクを行って 個のテータを取得

して加算平均することにより、信号に対するノイスの影響を、 に低減する方怯

かある。ロノクインアンプの場合にも、積分時間を長くとって信号に対するノイスの影

響を低減させることかてきる。しかしなから、こうした方怯を用いると、ザンプリンクの回

数を増やしたり積分時間を長くするなと、センシンクに長時間を要することになり、そ

の結果、時間分解能か に低下してしまう。

００13 また、ザンプリンク分解能を維持したまま、ザンプリンクレートを 倍に改苦すれは、

時間分解能の維持か可能てある。しかし、この場合には非常に高価な高速 コ

ンハータか必要てあり、しかもその後に加算平均のための偵算処理か必要となる。

非特井文献 1 電子部品選択 活用ヵイト第9回「磁気センザ」、トランシスタ技術2０

０5年 2月号、C 出版株式会社刊

発明の開示

００14 (発明か解決しようとする探題 )

このため、センザの時間分解能を低下させることなく、センザ信号に対し、 fノイ

スやションソンノイスなとのノイスの影響を低下させた高感度なセンザシステムの実現

か望まれる。しかしなから高感度なセンザ素子の開発には、新しい材科を用いた多く

の試みを重ねる研究に加えて、巨額の設備投資を伴う研究開発、製造方怯の確立、

およひ長期間の耐久試験を必要としてきた。そこてもしも可能てあれは、このようなこ

れらの過程によらすに高感度なセンザ素子を開発てきることか望ましい。本発明はこ

うした要大に応えるものてあって、センザ 自体は既存の素子を使用し、電子回路を用



いた信号処理技術によって、センザ信号に対するノイズの影響の少ない高感度で高

分解能のセンザシステムを提供することを目的としている。

００15 (課題を解決するための手段 )

本発明の物理呈検出装置は、電気的に駆動することにより、感受した物理呈に応じ

た電気信号を出力する広帯域センザ と、帯域拡散信号を発生する帯域拡散信号発

生器2と、帯域拡散信号発生器2が出力する帯域拡散信号により広帯域センザ を駆

動し、広帯域センザ が感受する物理呈に応じた電気信号を帯域拡散した出力信号

として広帯域センザ から出力させる帯域拡散駆動回路 3と、帯域センザ の帯域拡

散した出力信号を、帯域拡散信号発生器2が出力する帯域拡散信号を用いて同期

検波することにより、広帯域センザ が感受する物理呈に応じた電気信号を測定対象

の物理呈の要求帯域幅に逆拡散し、広帯域センザ の電気的駆動に用いた帯域拡

散信号と無相関なノイズ成分は広帯域に拡散させた状態で低城傭波する復調回路4

とを備えたことを特徴としている。

００16 ここに、帯域幅とは周波数帯域幅であり、測定対象である物理呈の要求帯域と帯域

幅とは、センザが物理呈をセンシングする際に要求される周波数帯域と帯域幅である

。その例として、例えば回伝センザに対し回伝を検出するための帯域とこれに必要な

帯域幅を挙げることができる。また、帯域拡散信号には、擬似的に無秩序な信号を用

いることが好ましい。ここに擬似的に無秩序な信号とは、周期性を有し無秩序でない

が、見かけ上は無秩序な信号に良く似たランダム性を備えている信号である。また広

帯域センザとは、帯域拡散駆動回路による駆動によって、感受する物理呈に応じた

電気信号を、帯域幅拡散状態の出力信号として出力するセンザである。

００17 また、本発明の物理呈検出装置においては、広帯域センザ として、帯域拡散駆動

により、感受する物理呈に応じた電気信号を帯域幅拡散状態の出力信号として出力

することのできる各種センザを目的に応じて用いることができる。そのよぅなセンザの

一つとして、磁界測定に用いるホール素子がある。本発明の物理呈検出装置におい

て、広帯域センザ としてホール素子を用いた場合には、従来に比べ磁界の検出や

測定が若しく高感度化でき、ホール素子の新しい応用分野が展開できる。

００18 また本発明の物理呈検出装置においては、十分な高感度化を得るために、帯域拡



散信号発生器2が発生する帯域拡散信号として、 系列符号を用いることができる。

系列符号は、測定対象である物理呈の要求帯域幅と比べて少なくとも ０倍以上の

クロック周波数を用いて発生されるものであることが好ま 、。 系列符号の発生は、

クロック発振器と、 段のシフトレジスタと、少なくとも 個以上の排他的論理和とを用

いて容易に行ぅことができる。 系列符号は2進呈子化符号であるので、センザ駆動

回路や復調回路を容易に設計することができる。

００19 また本発明の物理呈検出装置においては、帯域拡散信号発生器2が発生する帯

域拡散信号として、測定対象である物理呈の要求帯域幅に比べて少なくとも ０倍以

上のクロック周波数を用いて発生される 系列符号の論理状態によって正弦波また

は矩形波のいずれか一方の形状を有する搬送波に対し、予め定められた波数を単

位として位相変調を施した信号を用いることができる。このよぅな帯域拡散信号を用い

ると、 fノイズや環境ノイズの多い低周波城を使用せずに検出を行ぅことができる

ので、信号対雑音比の改苦に有利である。

００2０ また本発明の物理呈検出装置においては、帯域拡散信号発生器2が発生する帯

域拡散信号として、測定対象である物理呈の要求帯域幅に比して少なくとも ０倍以

上のクロック周波数を用いて発生される 系列符号の論理状態に某づいて正弦波ま

たは矩形波のいずれか一方の形状を有する搬送波の周波数を変ィヒさせるものを用

いることができる。このよぅな帯域拡散信号を用いると、 系列を使用する場合に比べ

、帯域幅を均質に拡散することができるので、より一屑の信号対雑音比の改苦が得ら

れる。

００2 1 さらに、本発明の物理呈検出装置においては、センザ駆動回路 3として差動出力回

路を用いることができる。センザ駆動回路 3を差動出力回路にすることにより、駆動回

路の信号の立上りと立下りの特性の違いによる信号対雑音比の劣化を抑制すること

ができる。

００22 本発明の物理呈検出方法は、電気的に駆動することにより感受した物理呈に応じ

た電気信号を出力する広帯域センザに対し、帯域拡散信号で駆動することにより、感

受した物理呈に応じた電気信号を帯域拡散させた状態の出力信号として出力させ、

前述の帯域拡散信号を用いて前記出力信号を同期検波することにより、広帯域セン



ザが感受した物理呈に応じた電気信号を測定対象の物理呈の要求帯域幅に逆拡散

し、広帯域センザの電気的駆動に用いた帯域拡散信号とは無相関なノイズ成分を広

帯域に拡散させた状態で低城傭波することにより、測定対象の物理呈の要求帯域幅

にて物理呈を出力することを特徴としている。

００2 3 図 は、本発明により高感度ィヒされた物理呈検出装置の某本構造を説明する図で

ある。図 において、広帯域センザ には、物理呈が環境ノイズを伴ってセンシングさ

れて人力される。広帯域センザ には、このほかにジョンソンノイズや fなどを含む

素子ノイズが加わる。この広帯域センザ は、帯域拡散信号発生器2で発生する帯域

拡散信号により駆動され、帯域拡散されたセンザ信号を出力する。この帯域拡散され

たセンザ出力は、復調回路4で復調されて測定出力となる。このよぅな構成において

、センザが物理呈をセンシングする際の帯域幅をW z 、帯域拡散信号により帯域

拡散される周波数帯域幅をf とすれば、本来必要な帯域幅のW f 倍で計測
血

されることになり、その信号対雑音比は最大 (W 2f ) となる。

００2 4 本発明によれば、センザ出力信号に重畳する fノイズやジョンソンノイズと呼ばれ

る熱雑音が電気的手段によって拡散抑制され、大幅に低減される。通信の分野にお

いては、スペクトラム拡散を用いた通信方式は広く用いられている。その解説は、例

えば朝 日新聞 978 年6 月 2 9 日付の 期待集めるスペクトル拡散方式 の解説記事

や、ジャテック出版 最新スペクトラム拡散通信方式 ・C ・ o 著などによってな

されている。ここでは本発明の位置付けを明確にするために、このスペクトラム拡散通

信方式と本発明との相違点を明瞭にしておくことが必要であることから、以下にその

要点を述べる。

００2 5 携帯電話や無線 などで、今 日広く使われているスペクトラム拡散通信方式の

歴史は、ヘディー・ラマー ( ed a a 、本名 ed a a a es e )

が ed es e a e の名でジョージ・アンタイルと共願で周波数ホッピングス

ペクトラム拡散に関する米回特許2，2 9 2 387 、 Sec e C o ca o S s

e を 942 年8 月 日に取得したことによって始まった。ここにへディー・ラマーは、

オーストリア、ウィーン出身のハリウッド女優であり、またジョージ・アンタイルは作曲家

である。この発明は自動偵奏用のビアノ・ロールを用いてピアノの鍵盤の数と同じ数



の8 8個の周波数から通信で使用する周波数を順次選択することにより、通信の秘話

性を実現するものであった。しかし、この技術は、米国海軍が 962 年のキューバ危

機で使われるまでの2０年もの間、採用されることがなかった。この技術が世界的に注

目されるようになったのは、限られた電波資源の効率的利用方法としての符号分割

多重通信の方式として 978 年に京都で開催された国際無線通信諮問委員会 ( C

)で報告されたときからである。帯域を拡散する擬似雑音として用いる 系列符号に

、互いに相互相関性が低い符号を選択することによって、例えば zの帯域幅で

9万チヤンネルもの符号分割多重通信が可能になることなどが知られるようになった。

狭帯域通信方式が標準的に採用されていた当時の技術では、 zの帯域幅には

3００チヤンネル程度しか割り当てることができなかったので、この通信方式は通信技

術に大きなブレークスルーをもたらした。こうして基本特許の取得から6 5年、京都で

開催されたCC における報告から29年経過した今 日、スペクトラム拡散通信は前述

したように携帯電話や無線 などの通信技術に広く採用され、普及するに至って

いる。

しかしながら、計測分野においては、現在においても、 系列が有する数学的性質

の つである鋭い自己相関特性の利用については、電波、光波あるいは超音波の伝

搬遅延時間に着 目した測距技術などの限られた場合を別とすれば、まだ十分に用い
られるには至っていない。この測距技術とは、複数個の発信源からの距離を 系列

の自己相関特性を用いて精確に測定する技術である。カーナビゲーションで普及し

ているGPS (G oba os o S s e )が、この測距技術の最も普及した実例

である。測距技術においては、距離測定や複数点間の距離から3次元的な座標を求

めることが発明の日的であって、センザ 自体に鋭い自己相関特性を持つ変調信号を

作用させることにより、センザ感度を向上させるものではないことは明らかである。また

、特開2００6 8０ 3号公報には、生体内にスペクトラム拡散変調した光信号を送

信し、逆拡散して受信する方法及び装置の発明が記載されている。しかし、この発明

は光を用いたスペクトラム拡散通信の場を生体内とした通信技術の発明であって、こ

の場合も、センザ 自体に鋭い自己相関特性を持つ変調信号を作用させてセンザ感

度を向上させるものではない。



００27 系列符号を用いた帯域拡散信号などの帯域拡散信号を用いてセンザの電気的

駆動を了寸い、センザ出力として広帯域拡散された状態の物理呈の情報を含んだ出力

を得て、これを復調処理して物理呈情報を本来の帯域幅に復元し、ノイズを広帯域

に拡散させ低城傭波を行うことによって得られる信号対雑音比の改苦効果は、次に

述べるシヤノンのチヤンネル容呈の法則によって説明できる。

００28 シヤノンのチヤンネル容呈の法則によれば、通信容呈cは、

c二w o ( (s ) ) ( )

で与えられる。ここにcは通信容呈 b s 、wは帯域幅 、s は送信電力 w」、そ

して はノイズ電力 w」である。

００29 この式から、帯域幅wを広くすれば通信容呈cを大きくできることがわかる。本発明

では、cをセンザが感受する物理呈の情報呈、またsをセンザの信号電力との読み替

えをすることができる。従って帯域拡散信号を用いて広帯域でセンザを電気的に駆

動し、帯域幅wを広くしてセンザが感受する物理呈の情報呈cを大きくすれば、拡散

符号の有する数学的性質および統計的性質により、センザの信号を妨告するノイズ

の影響を低減でき、センザ感度を高めることができるとの予測が得られる。しかしなが

ら、前述したようにスペクトラム拡散通信技術が公知ィヒして29年経過した現在におい

ても、この原理を利用し、センザの感度を向上する技術は見出すことができなかった

００3０ 図2は、本発明に係るノイズ低減センザシステムを、一般的なスペクトラム拡散通信

システムと比較して示した図である。図2 (a ) は、本発明に係るスペクトラム拡散を用い
たノイズ低減センザシステムの一実施形態を示したブロック図である。図2 (a ) におい

ては、疑似ランダム符号発生回路2０2で発生する疑似ランダム符号と、クロック周波

数とを、第 の乗算器2０6を用いて乗算する。こぅして乗算された信号を駆動回路2０

8に入力することによって駆動回路2０8からの出力される駆動信号を用い、センザ素

子2 ０を駆動する。その結果、センザ素子2 ０からは、測定物理呈2 2をセンシング

して得られた測定物理呈2 2に応じた電気信号が、スペクトラム拡散された形で出力

される。次にこのセンザ素子2 ０からの出力信号を、ブリアン 2 4で増幅し、第2の



乗算器2 6に入力する。第2の乗算器2 6ては、第 の乗算器2０6の出力信号、ま

たは疑似ランタム符号発生回路2０2て発生する疑似ランタム符号を用いて、このセ

ンザ素子2 ０からの出力信号を同期検波し、さらに低城傭波器2 8にて高周波数成

分を除去し、所要の側定信号22０を得る。

００3 1 他方、図2 は、図2 (a ) に示した本発明に係るスペクトラム拡散を用いたノイス低

減センザシステムとの比較のために、スペクトラム拡散適信システムを用いた適信シ

ステムのフロノク図を示したものてある。この図2 (b) において、清報信号222 乗算

器228 に入力され、迭信側の乗算器228 にて疑似ランタム符号と積算される。ここて

用いられる疑似ランタム符号は、迭信側の疑似ランタム符号発生回路226 から出力

されるものて、迭信側の中心周波数発生回路224 か発生する信号を取り込み、これ

を中心周波数としたものてある。この積算された信号は、変燗回路23０にて、迭信側

の中心周波数発生回路224 の出力信号により変燗され、さらに迭信側の増幅器232

て増幅された後、迭信側のアンテナ234 を経て迭信される。こぅして迭信された清報

信号は、受信側のアンテナ236 て受信され、受信側の増幅器238 て信号増幅され、

復燗回路24０にて復燗される。この復燗には、受信側の中心周波数発生回路242 の

れた疑似ランタム符号か用いられる。復燗された信号は、さらに低城傭波器246 にて

低城傭波され、清報信号248 を得る。

００32 本発明に係る図2 (a) においては、擬似ノイス発生器2０2は、スペクトラム拡散に使

用されるとともに、スペクラム庄拡散にも使用てきる。本発明におけるセンザか感受す

る側定物理呈2 2は、スペクトラム適信における清報信号222 と対応させることかて

きると考えられる。こぅして得られる作用効果は、センザ素子2 ０において、センザ 自

体を帯域拡散信号て駆動し、これを同し帯域拡散信号を用いて庄拡散し、低城傭波

して側定物理呈を得るのて、側定物理呈2 2を変燗する帯域拡散信号とは無相関

の fノイスやションソンノイス等の電気的ノイスを拡散・抑制てきる点にある。なお、

側定対象てある物理呈に伴ぅ環境ノイスは、側定物理呈と区別されないのて、ここて

の拡散・抑制の対象てほない。

００33 これに対し、スペクトラム拡散適信においては、迭信側と受信側の両方て互いに同



期した擬似ノイズ発生器を持ち、通信で使用する電磁波と同じ物理呈を持った空電

ノイズや混信を除去することができる。しかしながら、センザ 自体を帯域拡散信号で駆

動し、同じ帯域拡散信号を用いて逆拡散し低城濾波して測定物理呈を得る本発明と

は典なり、スペクトラム拡散通信の場合には、通信される情報信号に重畳したノイズ

や、送信機で重畳するジョンソンノイズ (熱雑音) は拡散・抑制されない。

００34 本発明に係るセンザシステムの構成においては、広帯域に拡散された状態で抽出

されたセンサ出力に含まれる物理母の情報は本来の帯域に復元され、ノイズスペクト

ラムは帯域拡散信号と無相関であるために広帯域に拡散され、低城濾波によって不

要成分が取り除かれ抑制されるので、信号対雑音比が改苦される。この場合には、セ

ンシングの時間を増す必要はないので、センザの時間分解能の低下はない。

００35 スペクトラム拡散通信の方式は、携帯電話などの多チヤンネルを必要とする通信分

野において広く用いられている。これらの通信分野では、この変調方式を用いること

により、送受信のチヤンネル数を非常に多くでき、しかも他からの干渉に強い通信シ

ステムが実現されている。しかしなから、スペクトラム拡散変調を用いた通信では、送

信側の信号に重畳したジョンソンノイズなどのホワイトノイズを低減することはできない

００36 本発明者は、拡散符号を用いたスペクトラム拡散変調のもつ興味ある特徴に着 目し

、その新しい応用について鋭意研究を進めた。特にスペクトラム拡散変調の技術をセ

ンザシステムに適用し、センザを帯域拡散信号で駆動し、出力をスペクトラム拡散変

調された信号として取り出し、これを復調することによって、センザ素子の出力信号に

含まれるジョンソンノイズなどのノイズを大幅に低減することができ、これによってセン

ザの感度の著しい向上が得られることを見出し、本発明をなすに至ったものである。

００37 (発明の効果 )

本発明により、帯域拡散信号を用いてセンザを電気的に広帯域で駆動し、センザ

において感受される物理母を広帯域に拡散した状態で検出し、これを逆拡散して復

調し低城濾波することにより、本来の帯域幅にて物理母の測定値を得るとともに、ジョ

ンズンノイズなどのノイズを大幅に低減できるようになった。この結果、たとえセンサ素

子自体の特性向上を行わない場合であっても、電子回路による信号処理により、セ



ンザシステムとしての感度を大幅に向上させることができるよぅになった。

図面の簡単な説明

００38 図 本発明に係る物理呈検出装置の一実施形態における某本構成を説明する図

である。

図2 (a) は、本発明に係るスペクトラム拡散を用いたノイズ低減センザシステムの一

実施例のブロック図であり、(b) は、これと比較するための参考図として示したスペクト

ラム拡散通信システムのブロック図である。

図3 (a) は、 系列符号の論理状態によって周波数 2０ zの搬送波を3波毎に位

相を０度と 8０度の2通りから選択的に出力することにより、帯域拡散信号を発生させ

た場合の図であり、(b) はスペクトラム拡散によって得られる信号対雑音比の改苦を

示す図である。

図4 動作原理を確認するために製作したホール素子を用いた本発明に係る物理呈

検出装置の一実施形態のブロック図である。

図5 本発明に係るノイズ拡散低減方式におけるノイズレベルを測定し、従来の同期

した図である。

図6 (a) はホール素子の動作原理図を示し、(b)はこのホール素子に流れる電流 、

磁界 及び口一レズソカzの間の関係を、フレミングの左手の法則として示した図であ

る。

図7 従来技術におけるホール素子の駆動方法とその使用帯域を示した図である。

符号の説・明

００39 …広帯域センザ、2 …帯域拡散信号発生器、3 …センザ駆動部、4 …復調回路、2

０2 …疑似ランダム符号発生回路、2０4 …中心周波数発生回路、2０6 …第 の乗算

器、2０8 …駆動回路、2 ０…センザ素子、2 2 …測定物理呈、2 4 …ブリアンプ、2

6 …第2の乗算器、2 8 …低城傭波器、22０…測定信号、222 ・・・情報信号、224

中心周波数発生回路、226…疑似ランダム符号、228…乗算器、23０…変調回路、

232…増幅器、234…アンテナ、236…アンテナ、238…増幅器、24０…復調回路、

242… 中心周波数発生回路、244…疑似ランダム符号発生回路、246…低城傭波



器、248 ・・・情報信号、4０ Ga sホール素子、4０2 … 系列符号発生器、4０3

搬送波発振器、4０4 …乗算器、4０5 …差動論理出力のゲート、4０6a 4０6b…2木

の抵抗、4０7a 4０7b …差動増幅器、4０8a 4０8b …アナログスイッチ、4０9 …差動

出カゲート、4 ０…位相器、4 …増幅器、4 2 …低城傭波器。

発明を実施するための最良の形態

００4０ 次に図面を参照しながら、本発明の実施の形態を示すことにより、本発明のさらなる

詳細を述べる。

００4 1 本発明の一実施形態に係る物理呈検出装置においては、すでに図 に示したよぅ

に、広帯域センザに対し、帯域拡散信号発生回路を用い、広帯域センザを電気的に

駆動するための帯域拡散駆動回路によって駆動し、広帯域センザからの帯域拡散さ

れた出力を、帯域拡散信号を用いて物理呈本来の帯域幅に復元する。こぅすること

により、要求帯域幅をW z 、帯域拡散信号によって帯域拡散される周波数帯域幅

をf としたとき、本来必要な帯域幅のW f 倍で計測されることになり、信号対
血

雑音比が最大 (W 2f ) となる。なお、本発明においては、広帯域センザは、本来

アプリケーションで必要とする物理呈の帯域幅に比べ少なくとも ０倍以上の帯域幅

で変調が可能であることが好ましい。また、この広帯域センザに帯域拡散信号を加え

てセンザ信号の変調を行い、センザが出力する信号の帯域幅を、本来アプリケーショ

ンで必要とする物理呈の帯域幅に比べ、少なくとも ０倍以上にすることが好ましい。

００42 本発明においては、キャリア信号に拡散符号を乗算して帯域拡散信号を得て、この

帯域拡散信号によりセンザを電気的に駆動する。この際の帯域拡散信号を得るため

に用いる拡散符号としては、多種の符号系列が使用可能であり、符号系列同上の面

交性が高いこと、みかけ上のランダム性が高く平衡符号であること、及び周期性を持

ち、自己相関性が高いことが望まれる。

００43 これらの要望を満たす符号系列として、疑似ランダム雑音系列があり、符号系列の

すべてが疑似ランダム雑音系列である符号系列として 系列がある。 系タ は、原始

多項式をもとにシフトレ、ジスタを用いて発生させることができる。本発明に用いる帯域

拡散信号を得るためのキャリア信号に乗算する拡散符号としては、この 系列符号が

、上記の要求を満たすことがとできるので好ましい。



実施例

００44 広帯域センザの具体例として、ホール素子を取り上げ、本発明の実施の形態につ

いて、さらにその詳細を述べる。現在、ホール素子を使用するほとんどの用途におい

ては、直流～数 z程度、高くても2０ z程度までしか利用されていない。しか

し、ホール素子自体の感受特性は、2００ ，以上でも利用可能であることが確認さ

れている。センザの磁界検出原理がローレシソカによるものであることを考慮すると、

感受特性は G ，程度まで伸びていることが予想される。しかし、このよぅな高周波磁

界を発生する手段そのものがまだ存在しないため、ホール素子の感受帯域の限界周

波数に関する詳細はまだ不明である。いずれにしてもホール素子は本発明の広帯域

センザとしての条件な満たすことができるセンザの一種である。

００45 図3 (a) は、本発明の一実施形態において帯域拡散信号を発生させる際の 系列

符号と帯域拡散信号の関係を示す図である。また図3 は、この帯域拡散信号によ

って変調され帯域拡散された信号を復調したときに、スペクトラム拡散のためにノイズ

が拡散され、信号対雑音比が改苦されることを説明した電圧ノイズ密度と周波数の関

係を示す図である。図に示したよぅに、直流定電流駆動によって検出した場合に検出

信号に伴なぅノイズは、検出方式を通常の同期検波方式に変えることにより、低周波

城におけるノイズ増大が回避されて低減する。さらに本発明に係るノイズ拡散を行な

ってノイズを拡散抑制した同期検波方式を用いることによって、さらに顕著なノイズ低

減が得られる。本実施例では、物理呈の要求帯域幅を直流から2００ ，までの2００

zとした。また搬送波の周波数を 2０ zとし、 系列符号のクロック速度を8０ z

符号長を4０9 5ビット、拡散させる帯域幅を ，とした。すなわち図3 (a) に示した

よぅに、 系列符号の論理状態によって周波数 2０ ，の搬送波を3波毎に位相を

０度と 8０度の2通りから選択的に出力することにより、帯域拡散信号を発生した。こ

の場合には、図3 に示したよぅに、信号対雑音比の改苦は最大 (8００００ 2００

パ二 (4００) パ二2０倍程度と計算される。実際には、 系列符号におけるスペクトラ

ムの包絡線の形状は矩形ではなく、(s ) パの形状であるため、最大でも 5倍

程度となる。

００46 図4には本実施例のホール素子を用いた物理呈検出装置のブロック図を示す。Ga



sのホール素子4０ は、本発明の広帯域センザ に相当する。また帯域拡散信号

発生回路2は、 系列符号発生器4０2と搬送波周波数が f の搬送波発振器4０

3と乗算器4０4により構成されており、図3 (a ) に示したよぅなタイミングの帯域拡散信

号を発生している。またセンザ駆動回路 3は、入力信号に応じた作動信号を出力する

差動論理出力のゲート4０5と2木の抵抗4０6aと4０6bにより構成され、定電圧差動出

力を差動電流出力に変換しており、ホール素子4０ を広帯域で電気的に駆動するた

め、ホール素子4０ の電流供給端子に接続している。さらに本発明の復調回路4に

相当する復調器は、互いに反対の極性でホール素子4０ のホール電圧観測端子に

接続された差動増幅器4０7aおよび4０7bと、帯域拡散信号の論理状態によって差

動増幅器4０7aまたは4０7bのいずれか一方の出力信号を選択して、後段の増幅器

4 に供給するためのアナログスイッチ4０8aおよび4０8bと、帯域拡散信号の論理

状態の変化に対して2個のアナログスイッチのオンオフ切り替えを円滑に行ぅための

差動出カゲート4０9と、差動出カゲート4０9からの帯域拡散信号の供給を受けて適

切に同期検波を行ぅための位相調整を行ぅための移相器4 ０と、帯域拡散信号によ

って排他的に選択o されることで同期検波の中枢部である乗算器を構成しているア

増幅器4 と、増幅された検波信号からリップル成分を除去するための低城傭波器4

2により構成されている。

００47 図4に図示した回路は、図示していないヮンチップ・マイクロコンピュータにて制御さ

れ、本発明に係る 系列符号に某づく帯域拡散信号を用いたノイズ拡散低減処理を

行ぅ物理呈検出装置である。この装置は、本発明に係る 系列符号に某づく帯域拡

散信号を用いたノイズ拡散低減処理を行ぅ物理呈検出装置としての動作モードのほ

かに、従来技術である直流定電流駆動回路としての動作モード、及び搬送波を用い

た同期検波回路としての動作モードにて動作させることもできるよぅにしてある。

００48 そこでこの装置を用い、 系列符号に某づく帯域拡散信号を用い、ノイズ拡散低減

処理を行ぅ物理呈検出装置としてこの装置を動作させた場合の結果を、直流定電流

駆動回路としてこの装置を動作させた場合の結果、及び搬送波を用いた同期検波回

路としてこの装置を動作させた場合の結果との比較を試みた。各モードにおけるノイ



スレヘルの側定結果を図5に示す。 系列符号に某つく帯域拡散信号を用いてノイ

ス拡散低減処理を行った場合には、直流定電流駆動回路として動作させた場合の

結果及ひ搬迭波を用いた同期検波回路として動作させた場合の結果に比へ、時間

分解能を劣ィヒさせることなくノイスレヘルを2０d 改苦されることかわかった。本実施

例てはすてに述へたよぅにへ一スハント幅2００ zに対し、拡散帯域幅を8０ zとし

たのて、信号対雑音比の改苦は近似計算て最大 (8０００ 2００) 二2０倍程度と予

側され、このことかこの側定テータによってその裏付けか得られた。この拡散帯域幅

をさらに大きくすれは、さらに信号対雑音比を改苦することかてきる。このよぅにして、

本発明に係るノイス拡散低減処理によりノイスを大幅に低減することかてきることかわ

かった。なお、本実施例においては、直流と搬迭波周波数か 2０ zしか離れてい

ないのて、拡散スペクトルの折り返しかあり、性能を若干劣ィヒさせていることか考えら

れる。

００49 また、より高感度てより低ノイスを必要とし、その際に時間分解能は低下してもさし

つかえない場合には、本発明による物理呈検出装置によって得られるテータを順吹

回取得して加算平均することにより、ノイス成分をさらに低減することかてきる。

００5０ ここてはセンザ素子としてホール素子を用いた磁界側定の場合を例示したか、本発

明に係る検出装置は、さまさまな物理呈の検出に用いることかてきるものてある。磁

界の検出や側定に用いるセンザ素子は、ホール素子のほかに、典方的磁気抵抗効

果素子や巨大磁気抵抗効果素子、磁気インピータンス素子なとの各種磁気抵抗効

果素子を用いることかてきる。また側定対象の物理呈は、磁界のほか、電界、電磁波

、光、温度や侃度、圧力、なと、さまさまな側定対象となる物理呈を挙けることかてき

、これらに用いる広帯域センザ素子としては、これらの物理呈を感知し、物理呈に比

例したセンザ素子からの電気的な信号を出力信号として出カてき、その出力信号を

帯域拡散信号て電気的に駆動して帯域拡散することのてきるものてあれはよく、その

よぅセンザとして例えは感圧センザ、匂いセンザ、シャイロセンザ、熱電対、ザーミスタ

なとの各種センザを挙けることかてきる。

産業上の禾 用可能，吐

００5 1 本発明によれは、センザ 自体には何らの加工を施すことなく、電子回路のみて信号



に対するノイズの影響を大幅に低減することができ、センザの感度を大幅に高めるこ

とができることから、本発明は多くの産業分野において、今後広く利用されるものと考

えられる。



請求の範囲

電気的に駆動することにより、感受した物理呈に応じた電気信号を出力する広帯城

帯域拡散信号を発生する帯域拡散信号発生器2と、

帯域拡散信号発生器2が出力する帯域拡散信号により広帯域センザ を駆動し、

広帯域センザ が感受する物理呈に応じた電気信号を帯域拡散した出力信号として

広帯域センザ から出力させる帯域拡散駆動回路 3と、

広帯域センザ の帯域拡散した出力信号を、帯域拡散信号発生器2が出力する帯

域拡散信号を用いて同期検波することにより、広帯域センザ が感受する物理呈に

応じた電気信号を測定対象の物理呈の要求帯域幅に逆拡散し、広帯域センザ の

電気的駆動に用いた帯域拡散信号と無相関なノイズ成分は広帯域に拡散させた状

態で低城傭波する復調回路4と

を備えたことを特徴とする物理呈検出装置。

2 帯域拡散信号発生器2の発生する帯域拡散信号が、 系列符号を用いたものであ

ることを特徴とする請求項 に記載の物理呈検出装置。

3 帯域拡散信号発生器2の発生する帯域拡散信号が、測定対象である物理呈の要

求帯域幅に比して少なくとも ０倍以上のクロック周波数を用いて発生される 系列符

号の論理状態によって正弦波または矩形波のいずれか一方の形状を有する搬送波

に対し、予め定められた波数を単位として位相変調を施した信号であることを特徴と

する請求項 に記載の物理呈検出装置。

4 帯域拡散信号発生器2が、発生する帯域拡散信号が測定対象である物理呈の要

求帯域幅に比して少なくとも ０倍以上のクロック周波数を用いて発生される 系列符

号の論理状態に某づいて正弦波または矩形波のいずれか一方の形状を有する搬送

波の周波数を変化させるものであることを特徴とする請求項 に記載の物理呈検出

装置。

5 センザ駆動回路 3が差動出力回路であることにより、センザ駆動回路 3の信号の立

上りと立下りの特性の違いによる信号対雑音比の劣化を抑制したことを特徴とする請

求項 に記載の物理呈検出装置。



6 広帯域センザ としてホール素子を用いることを特徴とする請求項 に記載の物理

呈検出装置。

7 電気的に駆動することによって、感受した磁界の強さに応じた電気信号を出力する

ホール素子と、

系列符号帯域拡散信号を用いて発生する帯域拡散信号発生器と、

前記ホール素子に対し、前記帯域拡散信号発生器が出力する帯域拡散信号に従

って電気的に駆動し、帯域拡散させた状態の出力信号として前記ホール素子が感受

する磁界強度に応じた電気信号を出力させる帯域拡散駆動回路と、

帯域拡散信号発生器が出力する帯域拡散信号を用いてホール素子の出力信号に

同期検波処理を施すことにより、ホール素子が感受する物理呈に応じた電気信号を

測定対象の物理呈の要求帯域幅に逆拡散し、ホール素子の電気的駆動に用いた帯

域拡散信号と無相関なノイズ成分を広帯域に拡散し低城傭波する復調回路と

を備えたことを特徴とする微小磁界検出装置。

8 電気的に駆動することにより感受した物理呈に応じた電気信号を出力する広帯域セ

ンザに対し、帯域拡散信号で駆動することにより、感受した物理呈に応じた電気信号

を帯域拡散させた状態の出力信号として出力させ、前記帯域拡散信号を用いて前

記出力信号を同期検波することにより、前記広帯域センザが感受した物理呈に応じ

た電気信号を測定対象の物理呈の要求帯域幅に逆拡散し、前記広帯域センザの電

気的駆動に用いた帯域拡散信号とは無相関なノイズ成分を広帯域に拡散させた状

態で低城傭波することにより、測定対象の物理呈の要求帯域幅にて物理呈を出力す

ることを特徴とする物理呈検出方法。
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