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使用上の注意
1	センサには有極性電子部品が使用されています。
接続の際電源の極性を誤ると破損しますのでご注意ください。

2	定格を越える電流では鉄芯が飽和して電流に比例した出力電圧が得られないこと
があります。別途ご相談ください。

3	静電気、過電圧によってホール素子の不平衡電圧が増加し、オフセット電圧が
変化する場合があります。取扱い及びアプリケーションでは充分ご注意ください。

4	ノイズの影響を防ぐため、出力線はツイスト線かシールド線をご使用することをお奨
めします。

5	高周波電流に使用する場合、コア材の鉄損よりコアの発熱が大きくなります。
その場合には、測定電流よりも定格電流が大きい製品を使用して下さい。

6	他の機器から発生する磁界中で使用しますと、所定の精度が得られない場合があります。

7	クローズドループ製品（Sシリーズ）の両電源製品は、正負電圧を同時対称に印
加して下さい。同時に印加されない場合には、オフセット誤差が増えます。

8	弊社製品は、スペックシートの測定条件（負荷条件 ,	入力電圧）でトリミング調整
しております。従って、測定条件と異なる回路条件下では、各種特性値 (オフ
セット、定格出力、etc）及びその偏差が変動する可能性があります。スペックシー
トには変動する特性項目を全て記載しているわけではございません。

9	スペックシートの定格電流は、設備の関係から直流電流にて規定しております。
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概　要
ホール電流検出器は、電流に比例して発生する磁束を磁気鉄芯と磁気
センサー（ホール素子）の組み合わせにより非接触で電流測定するので、
測定の為の電圧降下が無く、優れた絶縁性と交流、直流、交直重畳し
た電流も測定できる理想的なデバイスであります。

検出器は、図−1の原理図に示した構造となっています。電流 Ifに比例
して発生した磁束は鉄芯で収束されギャップに挿入されたホール素子を貫
通し、ホール効果で(1) 式にしたがった電圧を出力します。

Vh = k · Ic · B ····· (1)
◦Vh	･･････ ホール電圧　Hall voltage
◦K	･･･････ 積感度定数　Coefficient of sensibility
◦Ic	･･･････ 制御電流　Control current
◦B	･･･････ 磁束密度　Magnetic fluxdensity

実際の製品ではホール素子の出力が数mVの微小電圧であるためオペアンプで増幅して出力しています。

図−1　Figure(1)

用		途

特		長

各種インバーター（CVCF、ベクトル）の制御及び過電流検出。産業用ロボッ
ト、無人搬送機、NC、等のサーボモーター制御及び過電流検出、レー
ザー加工装置、溶接機、各種安定化電源等の制御及び過電流検出。
その他、交流・直流の検出、波形の監視。

◦直流・交流（数 kHz）、直流＋交流、の測定ができる。
◦被測定導体と絶縁されている。
◦絶縁されているため電力損失が0である。
◦応答速度が早い。
◦構成が簡単で信頼性が高い。

Hall current detector measures the magnetic flux which is produced 
proportionally to the current, without any contact with the primary circuit by 
combining the magnetic circuit and the hall element. This results in no voltage 
drop in the measured circuit and is an ideal solution for measuring AC/DC 
with an excellent galvanic isolation.
Figure (1) shows the principle diagram of the detector. The magnetic flux 
produced in proportion to the current If, induces in the hall element, inserted 
in the gap of the magnetic circuit, a potential difference Vh given by the 
following formula :

The induced Vh is small and is amplified by an amplification circuit.

OUTLINES

APPLICATIONS
Current control and detection of over current in various types of inverters 
(CVCF, vector).
Current control and Detection of over current in industiral robots, automation 
devices, NC······
Current control and Detection of over current in lazer equipments, welders, 
stabi- lized power supplies.
Current Monitor of DC and AC, in general.

FEATURES
• Measurement of DC or AC (Several kHz) or both.
• Galvanic isolation between primary and secondly.
• No power losses.
• Quick response.
• High reliability by simple Construction design.

ご		注		意
◦本カタログ品は車載用には適しません。
◦本資料の内容は、製品改善及び技術改良等により予告なく変更することがありま
すので、最新のものであることを確認の上ご使用ください。

(1) The sensor uses polar electronic components. When connecting, any error in power 
source polarity will cause damage. Please exercise care.

(2) Electrical current in excess of the amount specified may cause saturation of the iron 
core, so that output voltage may not be obtainable in proportion to the electrical 
current. Please seek further consultation in this case.

(3) Static electricity or excessive voltage can increase an offset voltage in the Hall 
element, and cause offset voltage to change. Please exercise care in handling and 
application.

(4) In order to prevent the influence of noise, the use of twisted cable or shielded cable for 
the output line is recommended.

(5) When using high-frequency electrical current, the core material may experience 
significant iron loss, causing temperature to rise. In that case, please use a product 
with larger rated current than measurement current.

(6) If using this device within a magnetic field generated by other devices, the specified 
accuracy may not be obtainable.

(7) The bipolar power supply products of closed loop products (S series) should be applied 
positive/negative voltage at the same time and symmetrically.  When not be applied, 
the error of offset may increase. 

(8) Our products are adjusted with the trimming method by the measurement condition 
(Load resistance, Power supply voltage) of specification sheets. Therefore, 
characteristics (Offset, Output, etc) and its deviation may be changed in different circuit 
conditions from the measurement condition. All change characteristic items are not 
indicated on specification sheets.

(9) The primary norminal current of specification sheets is DC current by reason of 
equipments.

APPLICATION NOTES

PRECAUTIONS

• Items in this catalog are not suitable for vehicular applications.
• The information in this document is subject to change without notice due to 

product/technology improvement, etc. Before using this document, please 
confirm that this is the latest version.
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製品例

	 L07 P ＊＊＊ D 15 □□□□

S22 S ＊＊＊ S 05 □□□□
 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶	型　　式（3文字）

L ＊＊	:	オープン方式	(磁気比例式)	

S＊＊	:	クローズループ方式（サーボ方式)

F＊＊	:	フラックスゲート方式

❷	固定方法（1文字）

P	:	基板実装　　S	:	ボルト留め

❸	定格電流	(3 文字 )
例)	

2R5	:	2.5A	 005	:	5A
050	:	50A	 500	:	500A
1T0	:	1000A

❹	制御電源	(1	文字 )

S	:	単電源　　D	:	両電源

❺	電源電圧	(2	文字 )

❻	特殊仕様	( 最大４文字 )

例）

記号 特殊仕様内容

B バスバー付き

C カバー付き

J 入力コネクタ：JST製

M 入力コネクタ：Molex 製

W 飽和電流アップ対応

X ２次コイル	1000	ターン

Y ２次コイル	2000	ターン

Z ２次コイル	5000	ターン

Ex

	 L07 P ＊＊＊ D 15 □□□□

S22 S ＊＊＊ S 05 □□□□
 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶	Model (3 figures)

L ＊＊	:	Open loop system (Magnetic Proportion System)

S ＊＊	:	Colsed loop system (Servo system)

F＊＊	: Fluxgate system

❷	Mounting configuration (1 figure)

P :	PCB mounting type				S :	Bolt on type

❸	Ratad current (3 digits)

Ex)

2R5 : 2.5A 005 : 5A 

050 : 50A 500 : 500A

1T0 : 1000A

❹	Control power pupply type (1 figure)

S : Single supply    D : Dual supply

❺	Power supply voltage (2 digits)

❻	Special specification (4 figures_MAX.)

Ex)

Figures Special specification

B With a busbar.

C With a cover.

J JST connector

M Molex connector

W A saturation current is increased.

X Secondary coil 1000 Turns

Y Secondary coil 2000 Turns

Z Secondary coil 5000 Turns
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