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はじめに 

本書は、アナログ・コンピューティングに関する確固たる理論と実践に基づいて執筆されたも

のです。最近まで、非線形アナログ・コンピューティングの様々な要素や手法を意識的に用い

ながら回路構成を設計し、それを使用することは、特定のアプリケーション分野におけるごく

少数の熱意ある専門家にしかできない難しい領域でした。 

性能が改善され、コスト、複雑さ、サイズを抑えたモジュラー・デバイスが市販されるように

なったことで、潜在的なアプリケーションに火が点され、ごく最近までデジタル技術の陰で努

力が重ねられてきたこの分野が、脚光を浴びるようになってきました。この本が媒介となって、

この小さな火が輝く炎となり、その輝きを受けて電子回路のあらゆるユーザーが有用な知識を

得、アナログ技術を再認識してその恩恵を享受するようになることが本書の目的です。その動

機は技術的使命感から、またそれよりはるかに打算的な（しかしきわめて人間的な）ものまで

様々ではありますが。 

アナログ・コンピューティングとオペアンプの応用に関する書籍はすでに何点か出版され、非

線形回路とその応用に関する出版物もわずかですが存在します。しかし、非線形応用向けの市

販品として設計されたデバイスクラスの原理、回路、性能、仕様、テスト、応用に関する情報

を 1 つにまとめた書物はほとんどありません。本書はまさにその要請に応えるために執筆さ

れました。ただし、単に情報を提供するだけでなく、デジタルとアナログ両方のデータを含む

システムにおいてアナログの非線形性と、時としてその協調的役割が持つ可能性についても伝

えるべきであると考えました。 

そのすべての要求を満たすには、場合によっては犠牲を払う必要がありました。すなわち、文

章の勢いを保つために厳密さが、基本原理（と可能性の手がかり）を示すために具体的な細部

が、ある種の方向付け（対象デバイスの大手メーカーへの）をするために公平な取り扱いが犠

牲となりました。もっとも、いずれの場合も読者と執筆側の双方が実用的な利点を得られれば、

犠牲は相殺されます。例えば、市販品（アナログ・デバイセズ製）を具体例に挙げることで、

方向付けを抑制すると失われかねない現実味や実用性が増すことになります。 
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なお、この急速に変化する分野の現時点での技術を将来の読者に強要することがないよう、読

者には非線形回路素子に関して信頼できるすべての先進メーカーが提供する製品ガイド、デー

タシート、アプリケーション・ノート、その他の PR 資料などで情報を自ら入手し、そのメー

カーのメーリングリストに登録することを繰り返し勧めています。 

本書が、初心者向けの知識、経験豊富な専門家向けのアイデア、他の分野を専門とする技術者

や科学者にとって不足している知識を補充するもの、理論の研究者向けの実用的なアドバイ

ス、そしてすべての人にとっての便利な参考資料となるなど、本書が読者のあらゆるニーズに

応えるものとなることを願っています。 

 

本書の使い方 

本書の読者が学生であれ経験豊富な設計エンジニアであれ、当然ながら幅広いバックグラウ

ンド、関心、ニーズを持っています。あらゆる読者にとって十分に満足のいくものでなくとも、

非線形アナログ回路に関する問題への啓発、アイデア、助言を求めている人であれば、何らか

の価値を見出すものであることを確信しています。 

本書は目次を見れば構成が一目でわかるようになっているので、まず目次を詳しく調べたうえ

で読み進めることをお勧めします。 

また、順序どおりに読むことは必須ではなく、興味に応じて拾い読みができるように各ユニ

ットが基本的に独立しており、重要な関連ユニットがあれば、それを参照するように記載さ

れています。内容的に重複もありますが、トピックに複数の視点からアプローチできること

にもなります。トピックを掘り下げて調べる場合は、索引が役立つでしょう。 

参考文献には、本書で取り上げたさまざまなトピックに関する幅広い情報源を簡潔にまとめて

います。各アイテムは、特定の実用的価値があるか、タイムリーな関心事であるという理由か

ら、または内容を「ファンアウト」する参照セクションを持ち、小さいトピックをベースに関

連する広範な情報を提供できるという理由から選択されています。設計者は、このハンドブッ

クを関心のある特定の製品のデータシート、および総合ガイド『Analog Devices Product Guide』

の最新版と併用してください。このガイドは、最新の内容と個々の製品に関する多くのデータ

（価格を含む）に加え、本書に記載されていない内容も含め、関連するテーマや製品の技術情

報を豊富に収録しています。 

  



iii 

 

 

読者の皆様には、このハンドブックの今後の改訂版のために、内容、誤植、重大と考えられる

脱落、応用上の新しいアイデアに関して、ご意見、ご提案をお寄せくださるようお願いします。 
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