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IV: 設計者のための技術情報 
 
4-1 対数回路アプリケーション 
 

3-1 項では、対数デバイスの設計とテストについて詳細を検討してきました。この章では、
所定基準の対数デバイスを使用する際に、設計者が直面するさまざまなトレードオフについ

て考えます。ここでは、3-1 項に挙げた対数モジュールの仕様がアプリケーションの性能に
どのように影響を及ぼすかという観点から、より詳しく検討します。  
 
目的に合った対数デバイスの選択 
 

設計者には多くの選択肢があります。すなわち、最も適切な方法（線形近似、ダイオード、

モノリシック・デュアル・トランジスタ、または対数伝達特性を持つその他の部品）を使っ

て、一から独自の設計を行う方法や、今日市販されている種々の対数モジュールのいずれか

1 つを購入して利用する方法など、さまざまな手法があります。性能が保証された市販の標
準デバイスには、温度補償抵抗回路とともにパッケージ化された単純なトランジスタペアが

組み込まれたモジュールから、オペアンプ、リファレンス電流源、および温度補償や周波数

補償などの必要な部品が全て組み込まれたフル機能のログ・アンプまで、さまざまな種類が

あります。  
 
基本対数素子 
 

基本対数素子は温度補償付き対数回路を構成する際に使用できる最も簡単なモジュールで

す。アナログ・デバイセズのモデル 751 の回路図を図 1 に示します。  
  



 非線形回路ハンドブック                IV: 設計者のための技術情報 
4-1 対数回路アプリケーション 

4.2 

 
 

 

図 1: 751N 基本対数素子の回路図 
 

一見すると、製品としては至極、単純なモジュールのように思われるかもしれません。構成

部品は 2 個のトランジスタと 3 個の抵抗だけです。表面的には確かにそのとおりですが、
このようなデバイスにとって重要な特性は、温度が一定に保たれるという事実です（あまり

知られていませんが）。また、モノリシック・デュアル・トランジスタには多くの利点があ

りますが、このデバイスの目的からすると、マッチングされたディスクリート・トランジス

タ・ペアの方が適しています。対数素子は対数出力を生成する回路の中心となるものなの

で、設計を成功させるには、この 2 つのポイントを十分に理解する必要があります。  

モデル 751 に使われているトランジスタは、対数特性に合わせて選択されたディスクリー
ト・トランジスタで、慎重にマッチングされています。ディスクリート・トランジスタには

わずかですが重要な利点があります。ベース広がり抵抗と接点抵抗は、ひとまとめにしてエ

ミッタと直列の 1 つの小さな抵抗と見なすことができますが、これらは、100 µA ～ 1 mA 
の電流レベルでの対数適合度誤差の主な原因となっています。751 に使われているディスク
リート・トランジスタの直列抵抗の値ははるかに低いので、これらの電流レベルでは、市販

の高性能なモノリシック・ペアより、（補償回路を使うことなく）3 倍から 10 倍高い性能
を実現します。  

この利点（およびマッチング・トランジスタの温度トラッキング機能）を活かすには、2 個
のトランジスタの温度を一定に保つことが不可欠です。電流が一定の場合、トランジスタの 
Vbe の温度係数は、約 -2 mV/ °C です。 
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接合部に許容される温度差が 0.5 °C の場合、これに対応する電圧差は 1 mV で、これは 
4 % の 入力電流変化に相当します（1 mV = kT/q 1n（1 + λ）= 26 mV 1n（1 + λ）の場合、λ = 
0.04）。誤差を 0.5 % 未満に抑えるには、周囲や内部で起こる温度変化を含むあらゆる条件
下で接合部の電圧差を 130µV、つまり温度差 0.06 °C 未満に抑える必要があります。  

温度が一定の環境を実現するには、導電性エポキシとヒート・クリップを使用するととも

に、とりわけレイアウトに注意を払う必要があります。一定温度環境は、基本的に温度補償

抵抗に関しても適応されます。この利点を評価するには、むき出しの基板上に配置された同

様の部品上に少量の空気を循環させて影響を見るだけで十分です。補償抵抗は、スケール・

ファクタの温度依存性をなくすために精密に調整できますが、温度差が 1 °C を超えると、
その効果が失われる可能性があります（害になる場合もあります）。これらのポイントを図 
2 に示します。  
 

 
図 2: 基本対数素子における一定温度環境の重要性。 

 
基本対数素子を使用する場合 
 

すべての対数モジュールの中で最も簡単なものは、対数トランジスタ、校正された温度補償

抵抗、信頼性が高く予測可能な対数動作に必要な一定温度環境のみで構成されます。 
  

Q1 と Q2 は、所定の温度における逆飽和電流が等しくなるように選びます。このマッ
チングは大きな温度変動に対しても良好に保たれますが、両方のトランジスタが同じ

温度になっていなければなりません。T1 - T2 ≠ 0 の場合、VBE1 と VBE2 の間の誤差は
約 -2MV/ °C になります。 
RTC は感温抵抗で、KT/Q 項の影響を打ち消すように微調整されます。感温抵抗の温度
（T3）は、T1、T2 と同じでなければなりません。温度が異なると、温度の影響を打ち
消すことができません。 
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基本対数素子だけで有効な機能を得ることはできませんが、2 ～ 3 個のオペアンプ、リフ
ァレンス電流源、および周波数補償機能と組み合わせれば、フル機能のログ・アンプを構成

することができます。  

基本対数素子は、物理的形態、電流範囲、リファレンスまたはゲインの選択など高い設計の

融通性が求められる、特殊用途の設計を行う際に用いられるのが通常です。回路設計者はか

なりの自由度をもって設計できますが、最良の結果を得るには外部配線、回路レイアウト、

部品の選択などに最大限の注意を払う必要があります。  

設計者は、苦心して速度と動的安定性の間で最適な妥協点を探る必要があります。3-1 項の
安定性に関する検討、とりわけ図 5 ～ 図 7 の内容を熟知していることが重要です。ログ回
路（log Circuits）に関するアプリケーション・ノート 1も役立ちます。  
 
対数トランスコンダクタ 
 

この項では、対数素子、リファレンス電流源、リファレンス・トランジスタ用オペアンプ、

および関連する周波数補償部品を一体化したデバイスについて述べます。対数トランスコン

ダクタ（モデル 752）の基本回路および基本対数素子（751）との関係を図 3 に示します。  

対数トランスコンダクタは、完全にテストされた回路を提供するだけでなく、安定性に関す

るアプリケーションの問題をいくつか解決しています。入力電流が定格レベル内であれば動

的に安定しています。  

ログ・アンプ回路を完成させるために設計者に必要なのは、外付けのオペアンプ 1 個、お
よび Iref とスケール・ファクタ K 用の 2 つの調整だけです。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 "Design of Temperature-Compensated Log Circuits Employing Transistors and Operational Amplifiers," by W.Boclase and E.David, Analog Devices, 
Inc., March, 1969.  
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図 3: 対数トランスコンダクタの機能図 

および基本対数素子との関係 
 

対数トランスコンダクタの仕様範囲を超える電流を対数処理する場合は、安定性を確保する

ために、外部アンプの帰還回路にコンデンサ（10 ～ 20 pF）を追加する必要がありますが
（図 3）、安定性と引き換えに帯域幅が減少します。  

図 3 は、752 トランスコンダクタの機能図である点に注意してください。完全にパッケー
ジ化された回路では、別個の基本対数素子は使用しません。多くの場合は、温度追従性を改

善するために、モノリシック・デュアル・トランジスタを使用します。前述の直列抵抗の問

題を解決するために、帰還補償回路を使って直列抵抗を内部的に減らします。  
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対数トランスコンダクタを使用する場合 
 

複数の部品を使用する代わりに、性能が保証された基本的にフル機能のパッケージ回路を使

用することが求められる場合は、基本対数モジュールよりも対数トランスコンダクタが使用

されます。一方、設計者は用途に合った最適なオペアンプを選ぶことにより、コストパフォ

ーマンスの最適化が期待できます。  

ログ・アンプ回路（容易に制御可能なもの）に関係する主要な誤差項は、オペアンプのオフ

セット電圧とバイアス電流です。特定のアプリケーションに適したアンプを選択すれば、設

計者は大抵の場合、所定の電圧レベルまたは電流レベルでアンプに起因する誤差を効果的に

除去できます。例えば、低レベル電流の対数を計算する場合は、バイアス電流仕様が 100 fA 
のモデル 42K アンプを使用することができます。  

100 fA を、752 の仕様に定める最小レベルの信号電流 1 nA と比較すると、0.01 % の誤差
を表していると見なすことができます。FET 入力アンプのバイアス電流は 10 °C ごとに 2 
倍になりますが、この低い値のバイアス電流を選ぶことから開始する場合は、バイアス電流

による誤差を完全に無視することができます。65 °C でのバイアス電流の増加は 24 = 16 倍
になりますが、それでも他の誤差に比べるとほとんど問題になりません。  

入力信号が電圧源の場合は、オフセット電圧とドリフトを最小限に抑えるために、外付けの

オペアンプが使われます。低レベル時に最大限の性能を得るには、おそらくスパイクのない

チョッパ安定化アンプが最良の選択肢です。しかし、184L や AD504M のような低ドリフ
トのチョッパレス・タイプも考える必要があります。特に、52K（Ib = 2 pA, ∆EOS/∆T = 1 
µV/ °C）は、このような目的に合っています。  

コストが主要な関心となる場合は、対数トランスコンダクタと低コストの IC オペアンプが
最良の選択肢となり得ます。低コスト（で中程度の性能）のアンプを使って良好な性能を実

現するには、その幾何平均値が、対数トランスコンダクタの上限、およびアンプのバイアス

電圧またはオフセット電流の 100 倍によって決定される範囲の中央となるように、入力信
号をスケーリングする必要があります。この方法を用いれば、範囲は限定されますが良好な

結果を得ることができます。対数トランスコンダクタと外付けアンプの接続方法を図 4 に
示します。表 1 は簡単な選択ガイドです。  
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図 4: 対数トランスコンダクタの使用。入力信号が電流源の場合は、 

図に示すように加算点に電流源を直接接続します。入力信号が電圧源の場合は、 
破線で示すように、抵抗を通じて加算点に電圧源を接続します。 

RIN は電圧源 VIN の抵抗も含むことに注意してください。 
 

表 1: A1（図 4）の選択基準 

 
 
フル機能のログ・アンプ 
 

フル機能のログ・アンプには、対数トランスコンダクタ、必要なすべてのトリム回路、およ

び高品質の FET 入力オペアンプが組み込まれています。これは最も便利なタイプの対数モ
ジュールで、設計者は、電源（通常は ±15 V @ ±10 mA）、入力および出力の各配線を接続
するだけで済みます。必要な周波数安定化処理やトリミングは、すべてメーカーが実施済み

です。  
  



 非線形回路ハンドブック                IV: 設計者のための技術情報 
4-1 対数回路アプリケーション 

4.8 

 
 
フル機能のログ・アンプを使用する場合（および使用しない場合） 
 

フル機能のログ・アンプは、対数回路を全く新規に設計する際のスタート点となるもので

す。ログ・アンプの設計、製作、トリミングなどの問題から設計者を解放することにより、

設計者はログ・アンプを組み込む計測器、装置、あるいはシステム自体に関わる問題に対し

て、より多くの時間を費やすことが可能となります。  

フル機能ログ・アンプの性能は、幅広い入力電流と入力電圧に十分に対応できます。また、

固定選択式のリファレンス（10 µA、100 mV）とスケール・ファクタ（2/3、1、2）が、便利
なスケーリング機能を提供します。このスケーリング機能は外部ゲインと外部バイアスによ

り、システムに合わせて調整することができます。  

より広範囲の電流または電圧、大きく異なるローカル・スケーリング、あるいはペア動作

（例えば双曲正弦演算での 752P と 752N の使用）が必要な場合は、明らかに対数トランス
コンダクタ（あるいは基本対数素子）に根本的な柔軟性が求められます（102 ページ参
照）。  
 

 
図 5: 誤差と入力レベルの関係においてオフセットがダイナミック・レンジに 

及ぼす影響。誤差は +2 °C の温度変化に対する値です。 
温度変化が大きくなると、それに比例して曲線が上に移動します 

（例えば 755 を 10 mV で使用する場合は 2°で 0.2 %、20°で 2 %）。 
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図 5 と 図 6 のグラフは、フル機能のログ・アンプ（755）と、対数トランスコンダクタ＋
外部アンプの間の性能トレードオフを決定する補助手段の 1 つとして有効です。これらの 
2つの図は、755 と 752 に複数タイプのオペアンプを外付けした場合、入力電圧レベルに対
する誤差と入力電流レベルに対する誤差を示しています。プロットに使われている電圧誤差

は、最初にゼロとした状態から 2 °C 温度が変化することによって生じる誤差です。電流誤
差は、主にアンプのバイアス電流によって生じる誤差です。  
 

 
図 6: 誤差と入力レベルの関係において、オペアンプのバイアス電流が 

ダイナミック・レンジに及ぼす影響を、オペアンプと 
対数トランスコンダクタのさまざまな組み合わせについて示したグラフ。 

 

アプリケーションに最も適した対数デバイスの選択 
 

選択方法に関する一般的なガイドラインを表 2 に示します。選択肢は最高性能、最低コス
ト、容易な実装など、設計者が目的とする内容によって決まります。  

コストが基準となる場合は基本対数素子が最適解となりますが、低減できるコストはそれほ

ど大きくありません。設計者は設計、組み立て、および完成したデバイスのテストに要する

コストを丹念に評価する必要があります。その設計が量産用途で使われる場合は、図面、部

品在庫、および生産技術のコストも考慮する必要があります。  
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表 2: 一定基準の対数モジュールの顕著な特徴 
（1973 年夏現在） 

 
 

特定のプリケーションに対する性能を最適化する場合、そのアプリケーション用に選択した

対数トンラスコンダクタと高性能オペアンプを使用すれば、最高の性能を得ることができま

す。  

最も使用が容易な対数モジュールは、フル機能のログ・アンプです。信号範囲の下限付近を

除いて、ログ・アンプは、他のあらゆる選択肢と同等以上の性能を発揮します。  

上の表に挙げた概要はアプリケーションに最適な対数デバイスを選択する助けとなります

が、信号レベル、ソース・インピーダンス、許容誤差に関する具体的な情報が得られた場合

にのみ適切な選択が可能です。 

これがわかれば、対数モジュールに関係するオペアンプの入力パラメータに起因するダイナ

ミック・レンジの制限を決定できます。  
 
ステップ応答 
 

3-1 項に示したように、対数モジュールの動的パラメータは信号レベルに大きく依存しま
す。おそらくステップ応答が最も詳細に検討する価値のあるパラメータです。なぜなら、一

定振幅のステップに対する応答が最大の関心事となることが多いためです。 
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出力があるレベルから別のレベルに変化するために必要な時間（あるいは「スルー・レー

ト」）は、入力電流の大きさと方向（つまり電流が増加しているか減少しているか）によっ

て異なります。  

対数トランジスタのベース・エミッタ電圧のスルー・レートは、トランジスタのベース充電

容量（Cb）、相互コンダクタンス（gm）、および増分空間電荷層容量（Cje）によって影響を

受ける電流レベルに着目すると説明することができます。ベース充電容量 Cb は次式で定義
されます。 
 

 
 

ここで τF はベースの平均電荷置換移動時間で、Ic はコレクタ電流です。  

ベース電流の方が逆飽和電流よりはるかに大きい場合、トランスコンダクタンス g と（そ
の結果としての）Cb は Ic に比例します。この条件は、指定範囲内で動作するすべての対数
モジュールに当てはまります。  

トランジスタ（ハイブリッド II モデル）の容量 CII は、高周波数でのコモン・エミッタ電
流利得を直接制御します。これは次のように表せます。 

 

 
 

ここで、（1）から次のように変形できます。 
 

 
 

電流利得が 1 となる周波数 ωt がどのくらい CII に依存性しているかは次式で表されま
す。 

 

 
 

ここで、Cµ はハイブリッド・モデルの帰還容量です。  
 

（2）と            を（4）に代入すると次式が得られます。  
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ベース充電容量 Cb はコレクタ電流に比例しますが、gm もコレクタ電流に比例するので ωt 
による影響はなくなります。  

これらの式の実質的な効果は、Cje と Cµ のアドミタンスがコレクタ電流によって制御され
ることを示すことです。コレクタ電流が増加すると、帯域幅が広くなりスルー・レートが高

くなります。  

上に示した内容は、対数トランジスタのパラメータによる効果によって、信号レベルが速度

に与える影響だけに言及しています。実際の状況下では、回路の応答速度に影響を与える要

素は他にも数多くあります。対数モジュール内のこれらの要素の中で最も重要なのは、安定

化のために追加された帰還容量、アンプ入力の浮遊容量、およびアンプの帯域幅です。  

適切な安定化回路を使用すれば、アンプとその安定化用帰還コンデンサが、許容入力範囲の

上限付近だけで速度を制限します。浮遊容量は、ωt を定義する式の 中で Cje、Cµ、および 
τF の値を変化させます。加算点からコモンまでの間の浮遊容量は、τF を変化させる定数で
す。コレクタからベースまでの間の浮遊容量は帰還容量で、Cµ に影響します。  

表 3 は、755 ログ・アンプについて、振幅と電流レベルが異なったステップに対する応答
時間を示したものです。これらの値をラジアン周期の式 1/ωt と比較すれば、予測された線
形関係は低いレベルに存在し、その限界は、より高いレベルの帰還容量と浮遊容量によって

決定されることがわかります。この領域（1 µA ～ 1 mA）では、アンプの帯域幅や安定化コ
ンデンサのサイズなどの他の検討事項が応答を支配し、さらに応答時間を改善できたとして

も、その量はわずかです。 
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表 3: 10 ～ 90 % の応答時間（755） 

 
 

無限大に近いゲインを持ち、安定化コンデンサが不要な外付けアンプを使ったとしても、ス

ルー・レートの改善はわずかです。想定したとおり Cje と Cµ は完全に一定ではなく、0.1 
mA以上の電流の信号レベルとともに増加します。  

電流のステップを、振幅が増加する方向で対数モジュールに印加した場合は、振幅が減少す

る方向で印加した場合よりも高いスルー・レートが実現されます。コンデンサを充電または

放電する時間は利用できる電流に依存するので、ゼロ入力電流を増加させるステップはスル

ー・レートが速く、最終的な指数関数の「末端」が短くなると予想されます。高電流レベル

では時定数が減少するので、より高いレベルで終わる応答は、より低いレベルで終わる応答

より早く完了します。これは、与えられた電流範囲を横へ移動する際に、後者が前者より早

く開始されたとしても変わりません。  

表 3 にリストされた範囲の組み合わせでの変化では、応答時間は電流の最終値によって決
まります。例えば、1 nA から 1 mA までの範囲すべての変化において、合計時間は最終値
の 1 mA によって決定され、全応答時間は約 6 µs となります。これとは逆に、1 mA から 
1 nA への変化の際は最終値が 1 nA で、合計応答時間は 1 nA に対する応答時間、つまり 
4.5 ms にほぼ相当します。  

スルー・レートは信号レベルに依存性するので、入力矩形波に生じる歪みの程度も信号レベ

ルによって異なります。図 7 は、ログ・アンプにおけるいくつかの入力信号と、それらに
対応する出力を示したものです。VIN、R1、R2 の値を変えたり、電子スイッチ S1 の位置を
変えたりすることによって、さまざまな入力信号を容易に得ることができます。あるいは、

3-1 項の図 20 の矩形波パルス・バイアスを使用することも可能です。  
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a）応答時間測定のための試験回路（10 % - 90 %） 

 
b）入力値の表 

 
c）応答（10 % - 90 %） 

図 7: さまざまな振幅と極性のステップに対する 
応答時間（10 % - 90 %） 
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対数デバイスの仕様を異なる観点から検討 
 

対数モジュールの伝達方程式を下に示します。 
 

 
 

IREF は、対数は純粋な数値に対してのみ存在する、という事実によって必要となる次元定数
です（式 log IIN 自体は 1A のリファレンス電流を示します）。IIN = IREF 時は、この比の対
数はゼロになります。実際のデバイスの IREF は、IIN の範囲の一方の境界値または他方の境
界値として選ぶことができます。あるいは、範囲の中央付近の値（幾何平均）とすることも

できます。モデル 755 および同様のデバイスの IREF は 10µA で、 EREF が 0.1V のときに
相当します。これは 1mV と 10V の間の幾何平均、つまりミッドスケールです。正の引数
に対する対数は実数のみなので、入力とリファレンスの極性は同じでなければなりません。

つまり、VIN が負の場合は VREFも負でなければなりません。  

ゲイン、つまりスケール・ファクタ K も次元定数（ボルト）です。代表的なログ・アンプ
（755）は、K = 1、K = 2、または K = 2/3 で接続可能です。-K = -1 とすると、入力比が 10 
倍になるごとに出力が 1 ボルト減少します。K log10（ratio）は、EO = -K'logB（ratio）という
関係に従って、他の底（B）で表すこともできます。ここでは、次の関係が成り立ちます。 
 

 
 

K は、入力比の変化 B に対応する出力変化です。 
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755 と 752 は、実際にはバイポーラ・デバイスからなるファミリーのモジュールです。
755N と 752N は NPN トランジスタ（751N）を利用し、755P と 752P は PNP トランジ
スタ（751P）を利用しています。対数演算に使用する場合、「N」バージョンは正の電圧ま
たは電流を受け入れ、K も正です（つまり、入力がより大きい正の値になると、出力はより
小さい正の値か、より大きい負の値になります。これは、反転オペアンプを含む回路の応答

特性です）。「P」バージョンは対数演算において負の電圧または電流を受け入れ、K も負
です（つまり、入力がより大きい負の値になると、出力はより小さい負の値か、より大きい

正の値になります。これも、反転応答です）。両方のデバイスの出力電圧を電流入力に対し

てプロットしたものを、図 8 に示します（対数スケール）。スケール・ファクタ K の 3 
つの基本値に対するプロットがすべて示されています。  
 

 
図 8: モデル 755 の入力電流に対する出力電圧のプロット 

 

対数デバイス用語の解説 
 

対数適合度誤差: 対数適合度誤差は、実際の出力電圧と対数伝達方程式によって予測された
出力電圧との差です。入力と出力の関係を片対数グラフ（対数入力スケール、線形出力スケ

ール）にプロットすると、直線になります。この直線からのずれが対数適合度誤差です。こ

の意味では、線形デバイスの直線性誤差と同じです。ほとんどの対数アンプでは、中央の 4 
ディケード（10 nA ～ 100 µA）付近で最良の直線性が得られます。 
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この範囲では、755 の対数適合度誤差は、|K| = 1 に対し入力基準（RTI）で ±0.5 %、あるい
は出力基準（RTO）で 2.17 mV です。最良の結果を得るには、可能であれば、入力データ
の中心をこの範囲内に置く必要があります。  

対数適合度誤差は、対数アンプにおいて削減できない誤差の 1 つです。これは対数演算の
誤差として現れてくるもので、内部回路で補償することはできません。  

オフセット電圧（EOS）: 対数モジュールのオフセット電圧は、内蔵アンプのオフセット電圧
です。この電圧は、入力端子に直列接続された小さな DC オフセット電圧のような動作を示
します。電圧対数演算では、オフセット電圧をなくすように調整することで最高の性能が得

られます。  

EOS は VIN に直列で現れるので、EOS の影響は VIN のレベルに依存します。入力を基準と
した場合に EOS が誤差に与える影響は、次式で表されます。 
 

 
 

所定の RTI 誤差に対応する出力誤差を決定する方法は、単純です。例えば、RTI 誤差が 
½ %（1 ± 0.005）の場合、その対数値はそれぞれ 0.002166（1.005）と-0.002177（0.995）、
つまり、約 ±0.0022 です。これに K = 1V を掛けると、±½ % の入力誤差に対して ±2.2mV 
の誤差が生じます。  

RTI 誤差から RTO 誤差（あるいはその逆）を決定するもう 1 つの方法は、表 4* のよう
な簡易表を使用することです。必要に応じて線形補間を行います。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*注記: 表 4 は 3-1 項の仕様のセクションに示す表とは異なります。3-1 項の表では、誤差が下側の誤差（例えば 1 - 0.1 % → 0.999）に基
づくので、出力基準の誤差は大きくなります。このページの表 4 では、誤差が上側誤差に基づいています（1 + 0.1 % → 1.001）。したが
って、入力基準の誤差は大きくなります。この違いはそれほど大きいものではありませんが、最悪時の誤差を計算するときは、そのアプリ

ケーションの観点から、より重要な誤差を考慮する必要があります。  
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この表には、一般的な K の値に対し、入力誤差に対する出力誤差の代表的
な例が示されています。与えられた出力誤差に対して線形補間を行うことに

より、入力誤差を計算することができます。また、下の例に示す曲線を使用

すれは、すぐにおおまかな誤差値変換ができるので便利です。ここで、2 % 
の誤差 ≈ 8.5 mV です。 

 
表 4: 誤差変換: |δ0| = Klog10（1 + δi/100） 

 

例えば、K = 1 の時の 14mV 出力に相当する RTI 誤差を求める場合、14mV に最も近い値
は 12.84mV で、これは 3.0 % に相当します。この値には、（4.0 - 3.0）（14 - 12.84）/
（17.03 - 12.84）= 0.28 を加える必要があり、合計誤差は 3.3 % RTI となります。  

オフセット電流（IOS）: 対数アンプのオフセット電流 IOS は、内蔵アンプのバイアス電流で
す。このパラメータは、ナノアンペア領域の信号を処理する場合に大きな誤差源となる可能

性があります。このため、バイアス電流が処理対象の最小信号よりはるかに小さいログ・ア

ンプを選択することが重要です。IOS が誤差に与える影響は次のとおりです。 
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リファレンス電流（IREF）: IREF は、すべての入力電流の比較基準となる内部生成電流源で
す。IREF の許容誤差は、出力で DC オフセットとして現れてきます。出力に現われるその
他のオフセットを、IREF 誤差の影響と区別することはできません。これは、オフセットを追
加した伝達方程式を考えることによって、容易に示すことができます。 
 

 
 

ここで、P は IREF のパーセント誤差を表し、E1 は出力オフセットを表します。  

この式は次のように書き直すことができます。 
 

 
 

式（12）の右辺の第 2 項と第 3 項は共に定数なので、これらをまとめて定数 E2 とするこ
とができます。 
 

 
 

前と同様に、表 4 を使ってオフセットの合計 E2 に相当する RTI を求めることができ、こ
の新しい許容差（P'）は、IREF の誤差の一部とすることができます。 
 

 
 

DC 出力オフセット誤差を IREF のオフセットから分離することはできないので、ログ・ア
ンプの IREF に対する特定の許容差には、DC 出力オフセット誤差が含まれます。 

IREF の許容誤差の影響は、出力、または出力の後段に定数を加えるか、ログ・アンプ前段の
入力スケール・ファクタを調整することによって、補償することができます。  

リファレンス電圧（EREF）: EREFはすべての入力電圧と比較するために内部で生成される実効

電圧です。この電圧は、IREF と次式のような関係があります。 
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ここで RIN は入力回路の合計抵抗で、入力抵抗、信号源抵抗、その他の測定可能な直列抵抗
が含まれます。RIN が安定した高精度抵抗で構成されているとすると、事実上、EREF の許容
差はすべて IREF によるものです。結果として、IREF が変化すると EREF も変化します。 

EREF 許容誤差の影響は、IREF による同様の影響を補償する場合と同じ方法で補償されます。 

スケール・ファクタ（K）: スケール・ファクタ（K）は、入力が 1 ディケード（つまり 
10: 1）変化した時の出力の電圧変化です。スケール・ファクタの誤差は利得、つまり傾きの
変化に相当し、公称値のパーセントで指定されます。スケール・ファクタは外部から微調整

したり（通常はあらかじめ設定されている）、局所的に、帰還端子に直列抵抗を追加するこ

とによって初期値の数倍の値に調整したりすることができますまた、ログ・アンプ後段のゲ

インを調整することによって操作することも可能です（その効果はログ・アンプ入力で指数

操作をする効果と同じです）。 
 
対数デバイスのパラメータ調整 
 

EOSの調整: アンプのオフセット電圧は、非常に単純で新しい手順により、ほぼゼロに調整す
ることができます。オペアンプのほとんどのユーザーは、ゼロ・ボルト出力を調整すること

によってオペアンプのオフセット電圧をゼロにする、という従来からの方法に慣れていま

す。ゼロ出力は log（1）（IIN = IREF）に相当し、log（0）は定義されていないので、対数モ
ジュールにはこの方法は使えません。  

しかし、（入力の接地を除いて）対数回路の構成を変更することなく EOS を調整する、非
常に便利な方法があります。この方法を図 9 に示します。この例では 755 を使用していま
すが、この方法はすべてのログ・アンプに使用できます。図 9 に示す条件では、出力は次
のようになります。 
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図 9: EOSのトリミング 

 

入力端子は 10 kΩ の抵抗を介して接地されているので、VIN = 0 です。したがって、出力電
圧の式は次のようになります。 
 

 
 

対数はゼロに対して定義されていないことを留意すると、 EOS の実用上の限界値を仮定し
て EO を計算します。良質の FET アンプの場合、温度による EOS の変化は 20 µV/ °C 程
度なので、EOS を 10 µV に調整するのは妥当だという仮定は合理性があります。  

この EOS の値、およびログ・アンプの仕様に指定されている K と EREF を使って、出力を
計算することができます。図 9 に示すモデル 755N の場合、出力は次のようになります。 
 

 
 

したがって、アンプのオフセット電圧は、+4 V 出力（755P の場合は -4 V 出力）に対して
調整することにより、10 µV 以内に調整することができます。より高い出力電圧に対して調
整を行えば、より小さい値にオフセットを調整することができます。ただし、アンプの出力

仕様値を超えるとオフセットが正しく表示されなくなる可能性があるので、仕様値を超えな

いように注意する必要があります。  

4 V の信号レベルは高く、インピーダンスは低いので、出力をモニタするのに必要なのは電
圧抵抗計だけです。オシロスコープを使って出力をモニタする場合、この調整を行うと高い

ノイズ・レベルが観測されます。 
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これは、感度が非常に高いためです。次のディケードでの入力ノイズのゲインは、（5 V – 4 
V）out/（10 µV – 1 µV）in = 111,000 になります。出力が 4 V を超える際は、場合によりア
ンプのオープンループ・ゲインにより、入力をゼロに近づけにくくなる可能性があります。

755P では、出力が -4V 未満に調整されます。  

リファレンス電流の調整: リファレンス電流が変化すると、出力の DC オフセットも変化し
ます。出力に DC 電圧を加算することによって、リファレンス電圧を所望の値に変えること
ができます。これは、ログ・アンプの後のアンプ段で行うか、あるいは使用していないスケ

ール・ファクタ帰還端子に電流を流し込むことによって行うことができます。後者の場合

は、使用するスケール・ファクタ端子のインピーダンスがわかっていなければなりません。

未使用端子に流入し、使用端子に直列に接続された抵抗で増幅された電流によってオフセッ

トの変化量が決定されます。この要点を図 10 に示します。 
 

 
図 10: 未使用スケール・ファクタ端子に電流を流入させることによる  

IREF の調整。V1 は入力だけで決定されるので、 
IO' は 15 kΩ の抵抗を通して流出する必要があります。 

15 kΩ の抵抗は（15 kΩ）（IO'）による EO でバイアスされます。 
端子 2 で IO' ≈ 67 µA だとすると、IREF は実質的に 1/10 になります。 

 

IREF の変化は、出力をゼロにする入力値の変化を除き、出力に影響を与えないことに注意す
る必要があります（図 11）。  
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図 11: IREF の関数として表した入力と出力の関係（対数スケール） 

 

リファレンス電圧の調整: リファレンス電圧は（15）に定義されています。RIN が全動作範
囲にわたって一定だとすると、EREF の変化の影響は IREF の場合と同じで、調整方法もまっ
たく同じです。  

スケール・ファクタの調整: スケール・ファクタは、図 10 に示す出力とダミー加算点の間
の合計抵抗値を変えることによって調整できます。スケール・ファクタ端子の 1 つに直列
に抵抗を追加することによって、スケール・ファクタをその公称値より大きくすることがで

きます。一般に、任意の値のスケール・ファクタを得るために必要な合計抵抗値は、次式で

表されます。 
 

 
 

ここで、R1 は 1 V/decade のスケール・ファクタ端子の抵抗値で、K が所望のスケール・フ
ァクタです。  

例: 1 V/decade 端子の入力抵抗が 15 kΩ のログ・アンプのスケール・ファクタを 5 V/decade 
にするとき、必要な外付け抵抗は（RT - R1）または（RT - R2）で計算できます。 
 

 
 

したがって、必要な合計抵抗は 75 kΩ です。1 V/decade の端子を使用する場合、必要な外
付け抵抗は（75 - 15）kΩ = 60 kΩ です。また、2 V/decade の端子を使う場合は、（75 - 30）
kΩ = 45 kΩ の外付け抵抗を接続します。  
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アプリケーション 
電圧の対数 — データ圧縮の例 
 

対数モジュールの興味深いアプリケーションの 1 つが、データ圧縮です。コンピュータま
たはデータ・リンクで使用する信号は、その範囲全体にわたり、信号の 1 % 以内の精度を
維持することが望ましいもの仮定します。  

従来から使われている方法は、要求精度を満たす十分な分解能を備えた A/D コンバータを
選択することくらいです。入力範囲が 1 V ～ 10 V の場合、ダイナミック・レンジは 1V 
の 1 % から 10 V まで、つまり 1000:1 です。この分解能を得るには 10 ビット・コンバー
タを使用することになり*、その場合は 1 LSB（最下位ビット）が 1 % に相当し、最小信号
を表します。入力範囲を 10m V ～ 10 V に広げた場合、コンバータには 10 mV の 1 % か
ら 10V まで、つまり 1:100,000 の分解能が求められます。この分解能を実現しようとする
と、少なくとも 16 ビットのコンバータが必要です*。信号の誤差を 1 % に維持することの
できる、より経済的な選択肢は、3 ディケード以上の範囲を持つデータ圧縮用対数モジュー
ルと、12 ビット の A/D コンバータを使用することです。推奨構成を図 12 に示します。  
 

 

図 12: 対数アンプを使用したデータ圧縮 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*210 = 1024、216 = 65,536 
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対数出力をユニポーラ信号に変換するために、外部電流源を使用してリファレンス電流をシ

フトさせます。適切なスケール・ファクタあるいはゲインを実現するために、K = 1 出力と
直列に、外付け抵抗 R1 が追加されています。入力抵抗値 RIN は最良の対数適合度範囲に
合わせて選択し、電流入力（ピン 5）に接続します。  

対数アンプを使用する最初のステップは、適切な極性を選ぶことです。入力電圧が負（-10 
mV ～ -10 V）なので、P 型の対数アンプが必要です。ここでは、設計の手間を省くために
モデル 755 フル機能ログ・アンプを使用します。  

RINの選択: ログ・アンプを選択したら、最良の対数適合度領域を確認して、動作をそのディ
ケード範囲にシフトさせることを試みます。モデル 755 の最良対数適合度は 0.5 % であ
り、10 nA ～ 100 µA の範囲に対して仕様値が規定されています。この電流入力で使用する
には、最大入力電圧（10 V）時に必要な最大入力電流（100 µA）が得られるように、RIN を
選択します。  
 

 
 
予想される最小の入力電流値は、10 mV/100 kΩ = 100nA です。したがって、入力電流範囲
は、0.5 % の対数適合度範囲内に十分に入ります。  

Kの調整: このアプリケーションにとって最良の K 値を決定するには、後続段の入力要件を
考慮する必要があります。12 ビット・コンバータの入力範囲が 0 ～ +5 V だと仮定する
と、K を計算できます。必要とされる合計出力電圧は 5V で、入力範囲は 3 ディケードに
またがっています。したがって、K は 5/3 V とする必要があります。  

選択したログ・アンプ（755P）のデータシートから、1V/decade 端子の入力抵抗として 15 
kΩ という値が得られます。K = 5/3 V の場合に必要とされる合計抵抗は次のとおりです。 
 

 
 

K = -1 端子と直列に、公称 10 kΩ の抵抗を接続する必要があります。内部抵抗の許容差を
吸収できるように、10 kΩ を 10 回転のポテンショメータを 5 kΩ の抵抗に直列接続し、連
結された 2つの抵抗を R1 として使用します。  
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IREF のシフト: IREF はゼロ出力が得られるポイントを決定し、また一方、処理される最小入
力電流に対してゼロ出力が望まれるので、IREF をシフトさせる電流値を 100 nA とします。  

755P の伝達曲線（図 8）は、K = -1V のときに 100 nA の入力に対して - 2V の出力が得ら
れることを示しています。これがゼロ・ボルト出力を得ようとする電流レベルなので、未使
用のスケール・ファクタ端子に流入させる電流 IO' を正極性の出力にシフトさせる必要があ
ります。図 10 を見ると、未使用のスケール・ファクタ端子と出力の間で、極性が反転して
いることがわかります。正方向のシフトを実現するには、流入させる電流を負にする必要が

あります。つまり、負電圧から電流を得る必要があります。  

流入させる電流の量は、端子 1 に接続したスケール・ファクタ端子の合計抵抗、出力、お
よびシフトさせる電圧量を使用して、オームの法則により計算できます。  

 

 
 

負電源に抵抗（値は 15 V/133 µA = 30 kΩ）を接続すれば、この電流を得ることができます
が、ダミー加算点（図 10）における 60 mV/decade のオフセット電圧シフトにより、大きな
誤差が発生する可能性があります。 
 

 

図 13: 図 12 の回路におけるリファレンス電流を 
シフトさせるための定電流源（IO' = 133 µA） 
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例えば 100 nA の IIN で IREF を調整した場合は、入力が 100 µA に増加する間に 180 mV 
のシフト（60 mV/decade で 3 ディケード）が生じ、オフセット電流に（180 mV/15V）x 100 
= 1.2 % のシフトが生じます。  

したがって、図 13 に示す基本的な電流源を使用します。  
 
トリム手順 
 

1. EOS: トリム手順の最初のステップは、ログ・アンプの EOS をほぼゼロボルトまで調整す
ることです。すでに述べたように、これは、ピン 5 を未接続のまま残し（あるいは VIN を
接続しない）、ピン 4 を接地することによって実現できます。IREF 用のトリム・ポット
（ポテンショメータ）とスケール・ファクタは、相互作用を減らすためにミッドレンジに設

定する必要があります。次いで、次式に従って R2 を調整します。 
 

 
 

-10/3 V から -5 V までの範囲の任意の電圧に調整すれば、EOS を 10 µV 以内に調整するこ
とができます。  

2. IREF: EOS の調整が完了したら、IREF がログ・アンプ内に流れ込むような入力値を加えるこ
とによって、IREF が調整できます。この調整を行うには、VIN を 10 mV に設定して、ロ
グ・アンプの外でゼロ・ボルトに近づくようにリファレンス電流源を調整します。  

3. K: K を調整するには、入力信号をその最大値である -10 V まで増加させる必要がありま
す。次に、5 V 出力が得られるように R1 調整します。  

4. 各調整は相互に影響するので、初回調整時と同じ順番（EOS、IREF、K）で、少なくとも 1 
回はすべての調整を繰り返す必要があります。  
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誤差解析 
 

 
 

一定温度での入力を基準とした合計誤差: ±0.5 %。  

すべての誤差が加算されるという最も厳しい条件時を仮定した場合の、全温度範囲における

合計誤差 RTI:  
 

 
 
表 4 により 10 mV RTO を RTI の条件に変換すると、1.4 % となります。  

10 °C の温度範囲に対する合計誤差 RTI は 3.15 % です（二乗和平方根で 1.74 %）。  

A/D コンバータの誤差: 合計変換誤差が 1 LSB = 1/4096F.S. に保たれた場合、これに対応す
るログ・アンプの出力誤差は 5/4096 = 1.22 mV です。表 4 によれば、これは入力基準で 
0.28 % に相当します。この値はあらゆるレベルで同じです。  
 
電流の対数 — 光電子増倍管の例 
 

この例では、図 14 に示すように、光電子増倍管の出力電流をログ・アンプに加えます。  
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図 14: 電流の対数 — 光電子増倍管入力 

 

入力は電流源なので、オフセット電圧調整を行う必要はありません。これは、最小レベルに

おいて 0.5 % の RTI 誤差を発生させる信号源抵抗を決定することによって確認できます。
その値は RS = 500 µV/（0.005 x 10 nA）= 10 MΩ で、光電子増倍管では容易に実現すること
ができます。  

755P の出力は、伝達曲線（図 8）による予想値となります。この場合のレベル・シフト
は、R1 を介して A1 にオフセットを付加することで実現し、ゲインは R4 に直列に接続し
た小抵抗 R3 によって微調整できます。  

1 V/decade が 4 ディケードの範囲にまたがると、対数モジュールの全出力範囲は 4 V にな
るので、0 ～ -10 V の出力を得るためには、A1 のゲインを 10/4、つまり 2.5 にする必要
があります。したがって、R2 と（R3 + R4）の比は 2.5:1 です。  

範囲の下限（10 nA）での対応出力電圧は -3 V です。A1 の出力では、これが（-3）×（-
2.5）= 7.5 に増幅されます。A1 の出力でこれをゼロにオフセットするには、R1 を、ゲイン
の式によって決定される値にする必要があります。 
 

 
 

R2 を 25 kΩ にしたとすると、以下のようになります。 

 
R1 = 50 kΩ 

R3 = -10 kΩ のポテンショメータ 

R4 = 5 kΩ 
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温度範囲を ±10 °C とした場合の誤差解析 
 

 
 

一定温度での入力を基準とした合計誤差: ±0.6 %。全温度範囲における合計誤差（RTI）:  

1.7 % + 12 mV RTO = 4.5 % RTI となります。表 4 による出力を参照すると、4.5 % RTI は 
19.3 mV に相当します。これはフルスケールの 1/2 % 未満です。  
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4-2 対数比アプリケーション 
 
対数は数学的な関数です。物理的実体の挙動を記述するためにこれを使用する場合、その引

数は無次元でなければなりません。したがって、実際の対数デバイスは、常に 2 つの電圧
または電流の比の対数を計算します。ここで、分子は「信号」、分母は「リファレンス」と

呼ばれます。 
「対数」デバイスと「対数比」デバイスの違いは、語義上の違いではなく、実用上の違いで

す。これは、「リファレンス」に関するアプリケーションの要求事項と、回路設計および外

部接続に関して結果的に生じる影響によって決定されます。このリファレンスがほぼ固定さ

れていて、定数と見なされる場合、その対象は「対数」デバイスです。リファレンスが外部

信号によって制御される場合、あるいは自由に変化する場合は、異なる回路設計を採用する

のが普通で、これを「対数比」回路と呼びます。この章では後者のアプリケーション・グル

ープを取り上げます。  
市販されている代表的な対数比回路（モデル 756）の性能は、4 ディケードの信号電流と 3 
ディケードのリファレンス電流の範囲で定義されています。つまり、比の合計範囲は 107  : 
1です。この回路は使いやすく、決して高価ではありませんが、特定のニーズをまとめて満
たすには、基本対数素子（751）の助けを借りて対数比回路を設計する方がより現実的なこ
とがわかります。対数比回路は、リファレンス電流を別に生成する必要がないので、対数回

路よりは多少扱いが容易です。  
2 つの電流源 IS1 と IS2 によって駆動される最も基本的な温度補償付き対数比回路を、図 1 
に示します。 
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オペアンプがその入力を基本的に同じ電位 VA に維持するので、対数ダイオード接続された 
2 つのトランジスタは基本的に直列対向型で、その電圧降下の合計は 2 つのトランジスタ
の電流比の対数に比例し、分圧器のタップに VB として現れます。IS2 が分圧器に大きな負
荷をかけないように十分に低く維持することができれば、次式が得られます。 
 

 
 
分圧器には感温抵抗 RTC が組み込まれており、この抵抗は温度による変動 kT/q を補償する
ように設計されています。 
RG と RTC の抵抗値は、次の式が成り立つように選択され、微調整されています。 
 

 
 
したがって、温度に関わりなく 
 

 
 
が成り立ちます。  
 

 
図 1: 基本的な温度補償付き対数比回路 
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電圧と電流: 入力負荷の影響 
 
基本対数素子は線形電流を対数電圧に変換するので、以下で取り上げる回路では、入力電流

が「無限大の」信号源抵抗を持つ理想的な電流源から供給される電流、という形で扱うこと

ができます。入力信号が電圧源の場合は、電流源に変換する必要があります。もちろんこれ

は、コモンモード電位がゼロで動作する反転オペアンプを使用する回路の本質的な特徴です

*。直列抵抗の正確な値が、電流のスケーリングを決定します。しかし、差動入力オペアン
プを使用する図 1 の基本的な回路では、電圧源とその直列抵抗は VA の「中を見ます」。
負の入力端子では、VA は可変コモンモード電圧です。一方、正の入力端子では、非線形の
負荷抵抗です。入力電圧 VS1 と VS2に、抵抗 RS1 と RS2 がそれぞれ直列に接続されている
場合は、次のようになります（図 2a）。 
 

 
 
入力が、有限の内部抵抗を持つ不完全な電流源の場合も、結果は同様です。実際の入力電流

の対数比は次のようになります。 
 

 
 
VA は、IS1、RS1、VA、および D1 の逆飽和電流 IES1 の陰関数です。 
 

 
 

VA を陽的に決定することはできませんが、RS1 のさまざまな値に対し、I < i の関数として
プロットすることができます（図 2b）。このプロットは、25 °C での IES1 が約 2 x 10-15 A 
であるという仮定に基づくものですが、これは高品質対数トランジスタにおける現実的な値

です。IES1 の値がより高い場合、つまり温度がより高い場合は VA のプロット値も高くなり
ます。すなわち、IES について約 60 mV/decade、温度係数について約 2 mV/°C の比率で増
加します。 
 
 
 
 
 
* この章の図 8 と 3-1 項の図 9 を参照。  
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多くの場合、VA は単純に約 0.6 V と仮定されますが、低電流動作時、この数値は 2 倍以
上で維持されます。 
（3）には VA と有限の信号源抵抗に起因する出力誤差が加わり、次の近似式が得られま
す。 
 

 
 
かっこ内の項と 1.00 の差が比誤差（%/100）の寄与分で、入力を基準に表されます。入力誤
差と出力誤差の関係は、4-1 項の表 4 に示されています（K = 1）。  
 

 
図 2a: 電圧源または電流源、信号源抵抗、および VA の関数として 

表した入力電流。ここでは、アンプのバイアス電流と 
回路のリーク電流は無視できると見なされます。 

 

 
図 2b: さまざまな信号源抵抗値に対する入力電流の 

関数として表した VA（IES ≈ 2 × 10-15 A @ +25 °C と仮定） 
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ここまで、I2 は帰還分圧器に負荷をかけないと仮定してきました。この仮定の有効性を調べ
るために、次の式に着目します。 
 

 
 
I2 = 1 µA とすると、誤差 I2RG は 15 mV（RG ≈ 15 kΩ の場合）、あるいは入力基準で約 
4 % です。誤差が 1 % RTI の場合、出力誤差は 4.3mV となり、この回路では最大 I2 が 
290 nA ということになります。  
電流源の特性は電圧に影響されるので、図 1 に示すような回路では、電流入力の「コンプ
ライアンス電圧」が VA より大きくなるようにするとともに、VA が電流源のパラメータに
深刻な影響を与えないようにすることが重要です。  
 
応答と安定性 
 

トランジスタはダイオードとして接続されているので、D2 は受動帰還素子であり、その抵
抗値は rE ≈（40 I2）-1 です。入力浮遊容量を補償するには、10 pF の帰還コンデンサで十分
です（図 3）。  
 

 
図 3: 対数比回路の動的モデル 

 

帰還分圧器（加算点への出力）の有効抵抗網は次式で表されます。 
 

 
 
この回路では、（8）に基づく精度要求のために I2 が 1 µA 未満になると見込まれるので、
Reff = (2.5I2)-1 となり、小信号時定数は ReffC = C/(2.5I2) となります。例えば、C = 10 pF と
し、およそ 100 nA、r = 40 µs、ω = 25 kr/s → 4 kHz という条件で I2 の小信号変動を考えま
す。  

  



 非線形回路ハンドブック                IV: 設計者のための技術情報 
4-2 対数比アプリケーション 

4.36 

 
 
I1 の小さい変化は VA/rE の変化と考えることができますが（IS2 が固定されていて、アドミ
タンスを無視できる）、この場合は出力が直ちに VA（1 + CS/C）だけ変化して、上に述べた
内容と同じ指数時定数で、最終的な値へと続いていきます。  
トランスダイオード・アプリケーションでは、アンプの正入力への帰還を無視できると考え

られる場合、安定性に関する検討内容は、3-1 項に述べたものときわめて似たものになりま
す（特に、式 10 ～ 16 と 図 5、6、7）。安定性の検討にあたっては、アンプのオープン
ループ・ゲインが （1 + RG/RTC）だけ減少し、それによってそのボード線図が 20 log 16 = 
24.1 dB 下がり、RE が実質的に RG と RTC の並列結合（≈ 940 Ω）になったと考えることが
できます。  
 
アプリケーションに関する検討 
 
ここまでの議論は、いくつかの暗黙の仮定に基づいています。すなわち、ダイオード接続さ

れた複数の対数素子はマッチングが取られ、互いに一定温度状態にあり、補償抵抗があるこ

と、ダイオードは hFE が充分に大きな範囲で動作し、バルク抵抗が充分に小さく、誤差が無
視できる程度であること、そして、アンプのオフセット電圧、バイアス電流、コモンモード

誤差が無視できる程度であることです。以下では、アンプの要件、対数比回路の性能仕様の

さまざまな要素、図 1 の回路に代わるいくつかの回路について、より詳しく見ていきま
す。  
 
オペアンプの選択 
 
低電流動作では、関係する時定数がアンプの時定数よりはるかに長くなり、高周波数での動

作の可能性を阻みます。したがって、対数動作を高電流レベルに限定した場合を除き、オペ

アンプの帯域幅はきわめて狭くなります。  
バイアス電流は、電流入力信号が関係するすべての対数アプリケーションの主要な仕様で
す。オペアンプのバイアス電流が入力信号（±）に追加され、対数素子を流れます。誤差
は、入力のパーセンテージとして直接示すことができます。  
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対数電圧比アプリケーションでは、入力抵抗によって入力信号が電流に変換されます。得ら

れる電流は IS の値となり、（10）の Ib と比較されます。  
電流信号が「真の電流源」である場合、対数電流比アプリケーションではオフセット電圧は
あまり重要ではありません。オフセット電圧（EOS）が電流または電圧アプリケーションに

与える影響は、次式で表されます。 
 

 
 
電圧アプリケーションでは、VS は対数処理される電圧信号です。電流アプリケーションで
は、VS は ISRS に対応する等価開回路電圧源です。EOS が、規定精度レベルが求められる 
VS の最小値と比べて極小でなければ、大きな誤差源になる可能性があるので、ゼロに微調
整する必要があります（また、このようなアプリケーションでは、以下に述べるように、熱

ドリフトの小さいアンプを選ぶ必要があります）。 
電流入力が理想的な電流源によって供給されないアプリケーションでは、オフセット電圧ド
リフトが重要です。必要とされるアンプ・オフセット仕様を決定するには、温度範囲、その
温度範囲における許容 % 誤差、その % 誤差を維持しなければならない最小電圧を決める
必要があります。最大許容アンプ・オフセット温度係数は次式で表されます。 
 

 
  
ここで、Vmin は最小入力電圧、 
δmax は Vmin における最大許容 % 誤差、 
∆T は、EOS をゼロに微調整した温度からの変化です。  
例えば、対数比デバイスの 1 つの端子に加えられる入力の範囲が 10mV ～ 10V で（コモ
ンモード電圧をゼロと仮定）、20 °C ～ 40 °C の範囲で EOS の影響による誤差を 1 % 以下
とする必要があるものとします。 
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また、EOS はミッドレンジ（30 °C）でゼロに微調整されるものとします。この場合、必要な
オフセット温度係数は次のようになります。 
 

 
 
もう 1 つの入力端子における Ib と EOS の条件を決定する場合も、同じ手順に従います。  
すべてのオペアンプ回路と同様に、出力電流定格は、帰還回路に関わる条件（通常は無視で
きる程度）に加えて、最大負荷条件に対する電源供給能力に合わせて選択します。  
 
その他の検討事項 
 
ダイナミック・レンジ: 特定のアプリケーションで使われる回路のダイナミック・レンジ
は、対数素子として使用されるデバイスの対数分解能、入力信号のダイナミック・レンジ、

具体的回路構成の特性によって生じる制約とその回路内で使用されるデバイス、および必要

な精度レベルによって決定されます。モデル 751N のような代表的基本対数素子を 100pA 
～ 1 mA の範囲で使用した場合の誤差は 2 % 未満で、範囲を限定すれば、さらに高い精度
を得ることができます。図 1 の回路の場合、ダイナミック・レンジの下限側は主に電圧源
のコモンモード電圧範囲と電流源の信号源抵抗によって制限され、上限側は I2RG によって
制限されます。以降のセクションに示すように、より高度な回路を実現することも可能で

す。これらの回路においては、オペアンプの選択が適切で、回路構成にも適切な注意が払わ

れているものと仮定すると、対数素子の特性がダイナミック・レンジを制限する主な要因と

なります。  
入力信号と対数デバイスの極性: すべての対数素子の入力はユニポーラに限られています
（ただし出力はバイポーラとなることがあり、電流比 1 のときにゼロとなります）。対数
の定義により、ゼロや負の数の対数は実数値を取りません。これは、特定の設計において

は、入力電流がともに同じ極性で、なおかつダイオードに順方向電流が流れるような極性、

つまり、対数動作にとって最も望ましい極性でなければならないことを意味します。 
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もちろん、電流値がきわめて小さく、直接変換が求められるような場合を除き、入力信号は

先行段で処理することができます。  
トランジスタがダイオード接続の場合、トランジスタは反転可能な 2 端子デバイスとして
接続されるので、N（NPN）または P（PNP）対数素子を使用することができます（このよう
な場合は、どちらかの極性で直接、入力電流を加えて、変換後の調整により適切に処理する

ことができます）。一般に、対数トランジスタ接続（トランスダイオードとフォロワ）は反

転できず、PNP トランジスタを必要とするアプリケーションでは極性を「P」タイプとして
指定し（751P）、NPN トランジスタを必要とするアプリケーションでは「N」タイプとして
指定する（751N）必要があります。  
温度範囲: 現在市販されている対数モジュールは、基本対数素子、対数トランスコンダク
タ、ログ・アンプ、あるいは対数比モジュールなどの別を問わず、そのほぼすべてが温度補

償されています。(kT/q)ln（比率）で示される対数式の温度依存性を 0.3 %/°C から 
0.04 %/°C に緩和するために、温度の上昇とともに予測可能な形で値が増す抵抗（上述の回
路における RTC）が特別に選ばれ、使われています。これは誤差を 1 桁減らすものです
が、大きな温度変化が生じた場合は、スケール・ファクタ誤差の影響がかなり残る可能性が

あります。オペアンプのオフセット電圧とバイアス電流も、広い温度範囲にわたって大きな

誤差を生じさせる要因となる可能性があります。電流値が非常に小さいときの測定での懸念

は、高い温度によって IES の値が数桁上がってしまうことです。その場合でも対数トランジ
スタは依然として対応可能ですが、その対数適合度誤差は大幅に増加します。  
これらの理由から、高精度で広範囲の動作を望む対数デバイス・ユーザーは、周囲温度の変

化を ±10 °C 前後に制限する必要があります。この章の最後に、モデル 756 電圧／電流対数
モジュールを使用した代表的アプリケーションにおける温度の影響に関する分析を示しま

す。  
出力極性: 対数比回路の出力電圧は、I1/I2 で表される比と、出力にオフセットを加えるかど
うかに応じて、正、負、またはバイポーラとすることができます。異なる 2 つのスケー
ル・ファクタに対し、入力電流の比の関数として表した出力を図 4 に示します。 
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アプリケーションの種類に関わらず、14 ディケード（可能性としての値）からなる全体範
囲の一部だけが使われます。予想される入力信号の範囲を決めてその比を計算することによ

り、図 4 を使って出力電圧範囲を予想することができます。I1 と I2 は、デバイス性能と電
流範囲をマッチングさせるために任意に割り当てることができますが、極性に注意する必要

があります。  
 

 
図 4: 入力比による理想的な対数比回路の出力、 

分子と分母を入れ換えた場合の影響 
 
何らかの理由*により、1 以外の比でゼロ入力ポイントが生じるように有効な入力スケーリ
ングを変更する必要が生じたにも関わらず、入力信号自体をスケーリングに使用できないよ

うな場合は、図 5 に示すように RG と RTC の接合部に電流を加えることによって、出力を
オフセットさせることができます。前述のように（4-1項）、この点における電圧（VB）

は、入力によって決まります。したがって、加えられた電流はすべて RG を通過しなければ
ならず、これにより出力が -IBRG だけオフセットされます。  
VB は入力比（1 ディケードの変化あたり 60mV）の関数なので、図 5 のオフセット電流源
は、十分高いソース・インピーダンスを有していなければなりません。これは、VB の変動
に影響されないようにするためです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 例としては、0 の位置を範囲の中間または境界に合わせ、固定されたゲインまたは減衰と、装置の実際のゲインまたは減衰のずれを測定
するという場合があります。これは例えば、実際のゲインと公称ゲインである 100x の差を dB 数で示すことによって決定します。  
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図 5: ゼロ出力（比が 1）位置をシフトするために 

出力をオフセット。出力シフト ∆EO は、 
入力比倍数 ∆p（K = 1.0）に対応します。 

 
対数比アンプを過ぎてから信号を処理する場合は、後続段でオペアンプの加算点に一定の電

圧または電流を加える方法が得策であり、また容易でもあります。  
対数適合度は、線形デバイスの線形性に似た対数デバイスの仕様です。対数適合度誤差は、
ある比の理論対数値と、比 1 で最初のゼロ化とスケール・ファクタ調整（エンドポイント
法か最良直線*法のどちらかを使用）を行った後に対数比回路の出力に現れる実際の値の差
です。  
対数適合度は、基本的に、低電流レベルにおけるトランジスタ・ゲインの低下と、高電流レ

ベルにおけるベース広がり抵抗によって制限されます。接続形態は、低電流レベルにおける

ゲインに影響します。例えば、ダイオード接続された対数トランジスタの有効対数範囲は、

下限側では約 1 nA に制限されます。対数デバイスを、ダイオードとして（ベースとコレク
タを互いに接続）ではなく、トランジスタ（「トランスダイオード」）として使用する場合

は、下限側の性能範囲が数ディケード広がります。  
対数トランジスタのベース広がり抵抗は、エミッタと直列に現れる数オームの小さい抵抗で

す。エミッタ電流が 1 mA、直列抵抗が 1 Ω の場合は、1 mV の誤差が生じます。帰還減衰
器は、この値を出力で（1 + RG/RTC）に増幅します。1V/decade の動作では、ベース広がり抵
抗 1 Ω ごとに 16 mV の誤差が生じます。 

 

 

 

 

 

 

 
* しかし、「最良直線」という言葉は、対数適合度を推測的に測定できることを示唆しています。通常指定される「最良直線」法には 2 
倍厳密な仕様が規定されますが、「エンドポイント」法の方が位置を容易に特定できるので、測定も容易です。 
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入力比を基準にすると、これは 4 %/Ω に近い誤差です。この誤差源は、入力信号を最大で
約 100 µA に制限することにより、対数演算に使われるほとんどのトランジスタ・タイプに
おいて、満足できるレベルまで減らすことができます。 
対数電圧比: 対数電流比に関して言われていることの多くは、対数電圧比にも当てはまりま
す。電圧アプリケーションに関して新たに検討すべき唯一のことは、電圧を、対数素子が必

要とする電流に変換するための手段です。入力アンプの加算点を使用できる場合の問題は平

凡なことで、必要なのは、電圧源と加算点の間に抵抗を取り付けることだけです。  
このとき、入力電流 IIN は次式で表されます。 
 

 
 
最初のアンプの EOS はゼロに微調整する必要があります。また、アンプは、使用温度範囲
における EOS のドリフトが小さいものを選ぶ必要があります。  
先に述べたように、電圧を簡単かつ正確に電流に変換できないような回路構成もいくつかあ

ります。これらの構成は対数電流比設計と呼ばれます。幸いなことに、対数比測定が必要と

なるような自然現象の多くは、電流出力を提供するトランスデューサによって測定されま

す。設計者にとっては、これらのトランスデューサが、0.6 ～ 0.7 V の電圧（図 1 の VA）

の下で、理想的な電流源として動作するための十分な「コンプライアンス電圧」を持つよう

にすることが重要です。  
 
対数比構成の例 
 
図 6 の回路は図 1 の回路に似ていますが、Q2 が単なるダイオードでははなく、「トラン
スダイオード」として接続され、下限側の範囲が広がっていて、数ピコアンペアから約 0.3 
µA までの電流を高い精度で変換することができます。  
IS1 は、ベース電圧を VA に保ちながら Q2 のベース電流を供給しなければならないので、
IS1 の範囲は下限側に制限されます。 
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例えば、IS2 = 0.3 µA で hFE2 = 150 の場合、IS1 は 2 nA のベース電流を Q2 に供給しなけれ
ばなりません。これが、予想される IS2 の範囲に対して供給しなければならない最大の電流
だとしても、この誤差源の影響を 0.5 % 未満に抑えるには、IS1 が常に 400 nA より大きく
なければならないことは明らかです。  
 

 
図 6: 図 1 の回路を修正して下限側の IS2 の範囲を拡大 

 
アンプはモデル 42 ファミリーのもので、バイアス電流は、処理する信号の中で最小の信号
よりはるかに小さい値です。  
下限側での IS2 のダイナミック・レンジは拡大されましたが、RG に流れる電流 IS2 によっ
て生じる誤差のために、0.3 µA より大きい電流に対する IS2 の制約が依然として存在しま
す。  
フォロワ接続したオペアンプを使用し、VA を無負荷状態にして Q2 のベースをドライブす
ると、下限側の IS1 の電流振幅を大幅に拡大することができます。  
図 7 の回路では入力電流が負になることがありますが、N 型の基本対数素子を使用してい
ます。この回路の帰還要素はフォロワ接続した対数トランジスタです。RG を流れる電流は 
Q1 のベース電流だけなので、上限側ではダイナミック・レンジが大幅に改善されます。し
かし、Q2 がダイオード接続されているので、IS2 の下限はやはり低下します。さらに、Q2 
のベースとコレクタの電位がわずかに異なるので、比の対数適合度誤差が増大します。  
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図 7: フォロワ接続した対数トランジスタが RG — RTC 分圧器の 

負荷をなくし、より広い電流振幅を実現。 
 
電圧および／または電流入力用の正確かつ広範な対数比変換を図 8 に示します。広い電圧
信号範囲に最適なこの回路は、低電圧オフセットおよびドリフト用にチョッパ安定化された 
234 アンプを使用しており、1 mV ～ 10 V の範囲の信号を正確に処理することができま
す。より高い入力電圧が要求される場合は、入力に 100 kΩ の抵抗を複数個直列に接続する
と、抵抗値に比例して入力電圧範囲を拡大することができます（例えば 100 V に対して 1 
MΩ）。下限側の分解能は 1 mV のままなので、ダイナミック・レンジは増大します。  
 

 
図 8: 電圧比（または電流比）の広範な対数 
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A1 および A2 の出力における個々の対数信号は、高精度抵抗と 751 の温度補償抵抗回路
を使い、A3 の回路で減算されて増幅されます。他の回路同様、温度補償とゲインは RG と 
RTC によって与えられます。低レベル信号時の良好な同相信号除去、低ノイズ、低オフセッ
ト・ドリフトを実現するために、高性能のモデル 43K が使われています。  
 
対数比モジュール 
 
図 9 は、温度補償付きの自己完結型対数比モジュール、モデル 756 のブロック図です。対
数電流比は、入力端子（アンプの加算点）に入力電流を直接加えることによって計算されま

す。入力電圧は、適切な大きさと安定性を備えた外部抵抗に直列に加えることによって、電

流に変換できます。入力電流は内蔵ログ・アンプによって対数電圧に変換され、対数比を得

るためにこれらの電圧の差が取られて、この差が出力アンプにより低インピーダンスで供給

されます。  
 

 
図 9: モデル 756 対数比モジュールの機能ブロック図 

 

756 は、ほぼ最適な価格／性能比を実現するために、対数比を必要とする代表的アプリケー
ションの非対称性を利用しています。チャンネル 1 の「信号」入力は、最大バイアス電流
が 10 pA の高性能 FET 入力アンプを使用して、1 nA ～ 100 µA の入力信号を正確に処理
することを可能にします。もう 1 つの入力であるチャンネル 2（リファレンス）は 3 ディ
ケードの電流範囲におよぶ信号を処理可能で、良好な結果が得られます。 
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最良の結果が得られるよう、チャンネル 2 を ±1 ディケードの変動（100 nA ～ 10 µA）で 
1µA の幾何平均にスケーリングした場合、チャンネル 1 の入力電流が 1 nA ～ 100 µA の
範囲（対数比で 7 ディケード）で変化しても、顕著な誤差は生じないようになっていま
す。  
I2 の中間値をさまざまな値に設定して、対数適合度誤差を I1 の関数として表したときの代
表的なプロットを、図 10 に示します（I2 は、I1 同様に連続的に変化することに注意してく
ださい）。この曲線は、I1 と I2 が個別に、あるいは同時に変化する場合の代表的な例で
す。  
 

 
図 10: モデル 756 対数比モジュールの代表的な対数適合度プロット 

（% 誤差（RTI）と ISIG の関係） 
 
756 の性能は、適切な対数比構成を使用したときに得られる代表的な性能で、基本対数素子
とオペアンプを必要とします。ただしこれは、適切な設計手法を用いることが前提になりま

す。  
最良の全体的動作（帯域幅を除く）は、ほとんどの場合、範囲の中央（2 つの境界値の幾何
平均）で使用し、バイアス電流による誤差や下限側でのトランジスタの電流ゲイン低下、お

よび上限側でのベース広がり抵抗による誤差を避けたときに得られます。  
 
アプローチの選択 
 
設計者が直面する選択肢は基本的に 3 つです。 
1. 自己完結型の対数比モジュールを購入する。 
2. 2 個のログ・アンプと 1 個の差動アンプを組み合わせて、図 9 と同様の回路を構成す
る。  
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3. 基本対数素子とオペアンプを使用し、コストと性能間の最適な妥協を実現する回路を設
計・製作する。  
実験用および計装用のアプリケーション、システム、および装置における適切な性能の一般

的なアプリケーションには、上記の 1 が最良のオプションです。この場合、選択してしま
えば、設計者はシステムに関する他の問題に集中することができます。使用する数が多くな

る可能性がある場合は（例えば 100 ユニット以上）、上記 3 のオプションを通じて経済性
を検討してください。  
設計に関わる問題のために、1 つの（あるいは両方の）入力が対数比モジュールの利用でき
る性能範囲を超えてしまう場合は、上記 2 のオプションを考える必要があります。このオ
プションは、12 ～ 14 ディケードの対数比使用を可能にします（240 ～ 180 dB）。当然、
これは最初のオプションよりある程度高価になります。使用する数が多くなる可能性がある

場合は、やはり、上記 3 のオプションを通じて経済性を検討する必要があります。  
必要なデバイスの数から、特別な用途の設計や全体的パッケージの小型化を通じて経済性を

向上させることが可能と予想される場合は（特にパッケージ化されたユニット使用時よりも

仕様性能要件が緩和されている場合）、オプション 3 を検討することになるでしょう。さ
らに、ダイナミック・レンジ、入力信号（電圧または電流）、極性、スケーリング、または

複合演算（対数の積と比）の組み合わせを通常と異なるものにする必要がある場合も、第 3 
のオプションを考える必要があります。  
標準モジュールによるコスト削減の可能性がオプション 3 を考える唯一の動機である場
合、設計者は、部品や労務費に加えて、その他のコストも考慮する必要があります。これら

のコストには、もちろん設計や開発のコストも含まれます。また、部品の調達と在庫、ポテ

ンショメータによる調整機能（基本対数素子の性能を妥当なものとするために必須－ 4-1 項
を参照）の有無、テスト機能とトリミングによる温度性能機能、スクラップに関わる避けら

れないコストや、妥当なオーバーヘッド・レートも含まれます。多くの場合、これらの隠れ

たコストは、フル機能モジュールの価格的魅力をさらに大きくします。  
入力信号がそのまま使われるような形態は、設計の選択肢を絞るうえで大きな役割を果たし

ます。 
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入力が真の電流源である場合は、提供されているあらゆる選択肢を選ぶことができます。し

かし、VA が入力電圧の相当な部分を占める場合、または信号が超低電圧デバイスの短絡電
流である場合は、アンプの加算点を使用できるようにしなければなりません。このようなア

プリケーションには、オプション 1 と 2 が適していると言えます。  
設計における重要なステップは、極性を検討することです。正の電流（電子の流れと反対）

が電流源から入力端子に流れる設計では、N 型モジュール（NPN トランジスタ）を選択し
ます。電流の方向が負（例えば光電子増倍管）の場合は電流源に向かって正電流が流れなけ

ればならず、この場合は P 型モジュール（PNP トランジスタ）が必要になります*。対数ト
ランジスタが両方とも 2 端子ダイオードとして接続されている場合は、いずれかの極性（N 
または P）で使用できます。  
 
設計例 
 
光度計アプリケーションに使用する対数比モジュールを図 11 に示します。2 つの入力は、
空間を伝わる光の強度と、光を吸収する媒体を伝わる光の強度を表しています。媒体の吸収
率は次式で表されます。 
 

 
 
ここで、Isignal と Ireference は、受光強度を表す電流です。  
 

 
図 11: 光の吸収率測定に適用される対数比 

 
このアプリケーションに使用するトランスデューサは、フォトダイオードです。これは、加

えられた光の強度に比例する短絡電流を流すデバイスです。  
* 図 7 は例外 
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Isig = Iref、A = 0 なので、吸収率の最小値は Lref の値によって決定されます。この場合、Iref 
は 10 µA と仮定します。具体的なアプリケーションにおける実際の値は、光の強度と、使
用するフォトダイオードの特性によって異なります。  
対数比モジュールの出力は、正確に 1 V/decade となるように外部で微調整され、スケーリ
ング回路 R1 と R2 を通じて 4 桁 DPM の入力に加えられます。  
この設計には 756 対数比モジュールが使われていますが、これは主に、両方のアンプ加算
点を使用できるからです。フォトダイオードを加算点に接続した場合、それらのフォトダイ

オードはゼロ・ボルト、つまり短絡モードで動作します。  
フォトダイオードを 100mV 程度の低い出力電圧で使用すると、その精度が数パーセント低
下する可能性があるので、短絡負荷が必要です。  
 
誤差解析: 図 11 に示す吸収率測定のための対数電流比解析 
 
条件: Isig = 10nA ～ 10µA、Iref = 10µA ±50 %、温度範囲 = 25 °C±10 °C 
 

 
  



 非線形回路ハンドブック                IV: 設計者のための技術情報 
4-2 対数比アプリケーション 

4.50 

 
 
25 °C における合計 RTI 誤差は 出力において ±0.6 %（2.6 mV）で、3 V のフルスケール出
力範囲の 0.1 % 未満です。  
全温度範囲における合計 RTI 誤差は ±0.7 % RTI ±12mV RTO = 3.5 % RTI ですが、これはす
べての誤差が直接加算された最悪条件時の値です。 
3.5 % の RTI 誤差を出力基準で考えた場合の誤差は 15 mV で、これは最大出力 3 V の 
0.5 % です。  
 

 
 

1 正入力では正（N 型）、負入力では負（P 型） 
2 対数適合度は入力基準（R.T.I.）。注記: K = 1 V の場合、1 % の 
R.T.I 誤差は出力における 4.3 mV の誤差に相当します。 
3 外部的に微調整可能。 
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4-3 逆対数アプリケーション 
 
逆対数は対数の逆関数です。定義によれば、これは指数関数であり、対数の底がべき乗され
ます。つまり、次式のように表されます。 
 

 
 
y = log10x の場合は x = 10y、y = ln x の場合は x = εy です。この同じ独立変数は、任意の底
の指数関数で表すことができます。例えば、次のように表せます。 
 

 
 
次式で表される伝達関数を持つ対数デバイスは、 
 

 
 
通常、次式を計算するために、入力回路と帰還回路が入れ替え可能な接続方式が利用できま

す。 
 

 
 
したがって、K = 1 の場合は（3）から、入力比に対して 1 V/ディケードの出力が得られ、
（4）からは、入力の各ボルトに対して 1 ディケードずつ変化する出力が得られます。
（3）の EREF は、対数比の開始点（例えば 0）、つまり、入力比が 1 で出力がゼロとみな
されます。（4）において、EREF は指数の正規化された値とみなされ、入力の各ボルトは 
EREF を追加の係数 10 で乗算または除算します。 
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図 1 は、N 型および P 型モジュールの指数応答を、適切な極性で線形スケール上にプロッ
トしたものです。出力の変化範囲が広いので、各ディケードのスケールを変えずに出力値を

正確に示すことは困難です。その代わりに、入力に対する出力を（対数スケールで）プロッ

トすれば、この問題を解決することができます（図 2）。  
 

 
a）N 型逆対数演算器の VIN と EO の関係。 

縦軸スケール: 10Vmax、VIN ≤ 0、0.1Vmax、VIN ≥ 0 

 
b）P 型逆対数演算器の VIN と EO の関係 

縦軸スケール: -10V min、VIN ≥ 0、-0.1Vmin、VIN ≤ 0 

図 1: 逆対数演算器の応答曲線（線形スケール） 
  



 非線形回路ハンドブック                IV: 設計者のための技術情報 
4-3 逆対数アプリケーション 

4.53 

 
 

 
図 2: 逆対数演算器の応答曲線（片対数スケール）EO = EREF10VIN/-K 

 
用途 
 
指数デバイスは、少なくとも 3 つのアプリケーション・クラスに使われます。 
1. 根やべき乗を含む複合乗算を行う場合は（例えば x1

α • x2
β • x3

γ • x4
δ • ...）、各入力の対数を

取り、これに適切な大きさと極性を持つ一定の（または可変の）指数を掛けて、各項の和ま

たは差を計算し、次に逆対数を取って、結果を現実の世界の値に変換し直します。 
2. 測定が、対数応答を持つデバイスによって行われる場合は、必要に応じ、逆対数を使用す
ることによって測定値を線形化することができます。この章にその一例を示します。  
3. 指数は、電圧でプログラム可能な増加率や減少率を持つ関係を得たり、そのような曲線を
生成したりするために、関数フィッティングや関数生成に使用することができます。例え

ば、VIN が勾配を持つ場合、EO は広範囲にわたる時間の指数関数になります。この場合、
時定数は K により決定され、スケール・ファクタは EREF により決定されます。K は、入
力ゲインを変更することによって操作できます（必要な場合は IC 乗算器を使って可変とす
ることができます）。  
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使用可能なオプション 
 
逆対数演算に使用できるオプションは、基本的に対数電圧演算に使用するオプションと同じ

です。対数電圧回路（3-1 項と 4-1 項）は、入力回路と帰還回路の素子を入れ替えることに
よって、逆対数回路になります。対数回路の場合（図 3）、対数は、出力の逆対数（I = 
IOεqV/kT）である電流を帰還させることによって得られます。オペ・アンプがこの帰還電流を

入力電流と等しくなるように制御するので、出力は入力の対数に比例するはずです。逆対数

演算では、順方向パスに逆対数素子が置かれて、帰還回路は抵抗によって閉じられます。こ

の抵抗は、出力電圧を電流に変換して、指数入力電流と等しくします。したがって出力電圧

は、入力の逆対数に比例するように制御されます。  
 

 
a）帰還パスの逆対数機能アンプは、EO を log（IFB）に 

比例させることによって、IFB = IIN および VS = 0 に強制します。 

 
b）順方向パスの逆対数機能は、入力電圧を指数電流に変換します。 

アンプは、Rf を介して電流を指数電圧に変換します。 

図 3: 帰還を使用して対数と逆対数の関係を実現 
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対数モジュールの中には対数演算専用のものもいくつかありますが、そのような例は少数で

す。市販されているほとんどのログアンプは、逆対数アプリケーションにも使用できます。

対数モードと逆対数モードで接続したモデル 755 を図 4 に示します。  
 

 
a）対数モードで接続した対数／逆対数アンプ（K = 1） 

 
b）指数モードで接続した対数／逆対数アンプ 

図 4: 対数／逆対数アンプの接続 
 
対数モジュールは通常、電流入力型の方が、電圧入力型よりもはるかに大きい（正確な動作

の）ダイナミック・レンジを持つように仕様が規定されています（4 ディケードに対して 6 
または 7 ディケード）。 
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しかし、通常の実用逆対数回路では、出力はオペアンプから得られ、その入力オフセットが

下限側の出力精度を制限します（例えば 10µV のオフセットは、4 ディケードの最小値の 
1 %（10V/104 の 1 % = 10µV））*。 
 
その他の底 
 
一部のアプリケーションでは、指数関数（4）を 10 以外の底を使って表した方が良い場合
があります。これは、（2）の恒等式を使うことによって簡単に行えます。（4）の VIN/-K 
が（2）の y と同じだとすると、異なる底 B へ変換するために、次のように新しい定数 K' 
を定義することができます。 
 

 
 
これから次式が得られます。 
 

 
 
例えば、B = 1.10 は VIN が負側に増加した時の増加率が 10 % の指数を定義しますが、こ
の場合、K = 1 は負側へ増加していく入力間隔を定義し、その値は次式で表されます。 
 

 
 
これは、出力が 10 % 増加した時の値です。言い換えると、-41.4mV を「1年」と考えた場
合、これは 10 % の連続複利に相当します。B = 2 の場合は K' = 0.3010、B = ε の場合は K' 
= 0.4343 です。  
入力間隔が負の方向に増加するというのは、図 1 に見られるように、勾配が負であること
によるものです。これは、対数回路と同様、逆対数関数は基本的に 1 個の反転オペアンプ
によって生成され、このアンプの伝達関数は負の勾配でなければならない、という事実によ

って説明されます。 

 
 
 
 
 
* ただし、入力素子からの加算点電流はアンプの小さなオフセットには関係がなく、高インピーダンス時に流れるという点に注意する必要
があります（逆対数アンプが、そのオフセット電圧に対しユニティ・ゲインのフォロワとして動作する）。したがって概念的には、広範囲

の指数電流を必要とする「下流側」素子に帰還電流を流すことができる場合は、より広いダイナミック・レンジで逆対数精度を維持するこ

とができます。実際には、「負荷」が実質的に 2 端子デバイスであって、アンプの帰還パスに直列に接続できる場合を除き、これを簡単
な形で実現するのは困難です。  
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信号入力が一定に維持されて、リファレンス入力が変化する場合（リファレンスを使用する

場合）、勾配は逆転します。これをより簡単に実現するには、標準モジュールを用いればよ

く、逆対数回路の前段に反転オペアンプを使用するだけで済みます。これは、K' を使いやす
い数値に丸めるために使用することもできます。 
 
誤差 
 
対数モジュールのすべての仕様は RTI と RTO を入れ替えて対数モード動作と逆対数モー
ド動作の両方に適用されますが、出力に現われてくる各パラメータの影響は大きく異なりま

す。これらの影響は、伝達方程式を検討することによって予測できます。  
 

 
 
オフセット電圧（EOS）: すでに述べたように、これは一定の DC 電圧として出力に現われ
ます。これが誤差に及ぼす影響は、100 % x（EOS/EO）で表されます。出力信号が小さい場合

は、EOS が主要な誤差源となります。ミリボルト範囲の出力信号が予想される場合は、EOS 
をゼロに調整する必要があります。デバイスは電圧モードで動作するので、バイアス電流が

出力オフセットに及ぼす影響は無視できます（例えば、25 °C における 755 の Ib は 10-11A 
で、帰還抵抗値が 10kΩ の場合の影響は 10-11 x 104 = 10-7 V です）。  
EOS をゼロに調整: EOS をゼロに調整するには、加算点への電流を基本的に遮断するだけの
入力電圧値を加えます。次に、出力がゼロになるようにオフセット調整ポテンショメータを

調整します。例えば、N 型モジュール（K = 2）の入力端子が +15V（P 型の場合は -15V）
に接続されている場合、出力信号に対する入力の理論的影響は 0.1V より 7.5 ディケード下
で、これはほとんどノイズのレベルです。妥当な出力指示感度を得るために、図 5 に示す
ように加算点とグラウンドの間に小さい抵抗を接続することができます（100Ω をグラウン
ドに接続するとゲインが 101 となり、10µV の入力オフセットに対する出力は 1 mV にな
ります）。  
ゼロに調整した後は、15V へのジャンパと 100Ω 抵抗（使用している場合）を取り外す必
要があります。  
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図 5: 逆対数モードで EOS をゼロに微調整するための回路 

 

リファレンス電流（IREF）: IREF がゲイン・ファクタとしての役割を果たすので、EREF = IREF 
Rf に対応する誤差は出力に直接現れます。例えば、IREF が 1 % 高い場合は、出力電圧も 
1 % 高くなります。EREF は、0 入力を加え（入力を接地する）、出力が EREF（755 の場合
で 0.1V）に等しくなるまで帰還抵抗（直列抵抗または並列抵抗による）を微調整すること
により、補正できます。デバイスが、IREF を調整するための外部的手段を備えていない場合
は、IREF よりも Rf を調整する方が便利です。IREF は、入力をバイアスすることによっても
調整できます。  
スケール・ファクタ（K）: K に関連する誤差は、入力スケール・ファクタの誤差として現れ
てきます。この誤差が出力に及ぼす影響は、指数の変化です。K の実際の値が K/（1 + δ）
の場合、誤差は実際の出力値と理論出力値の差を理論値で割った値として定義され、次式で

表されます。 
 

 
 
δ = 0.01（1 %）の場合の相対出力誤差は 100.01V

IN/-K で、VIN/-K = 2 の場合の誤差は 1.047 - 
1 = 0.047、つまり 4.7% に相当します。  
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この表は、複数の δ の値に対する出力誤差を、VIN/Kの関数として簡略化して示したもの
です。（755 の VIN/-K の範囲は -2 ～ +2）。中間の値は線形補間を使って求めることがで
きます。  
 

表 1: K の誤差の関数として表した出力誤差（実際の出力値の %） 

 
 
対数適合度は、対数モードで他のすべての誤差をゼロに調整した状態で、入力を基準にし
た % 値で指定されます。入力基準の対数適合度誤差と出力基準の対数適合度誤差の関係は 
4-1 項および同項の表 4（434 ページ）に示しましたが、これにより、入力誤差と出力誤差
間の変換を簡単に行うことができます。逆対数アプリケーションでは入力と出力が入れ替わ

るので、見出しを変えれば同じ表を使うことができます。例えば、入力を基準とした対数適

合度誤差が 1 % の場合、これに対応する出力誤差は 4.32mV なので、逆対数モードにおけ
る 4.32mV の入力基準誤差は、どの出力レベルでも 1 % の一定誤差になります。入力対数
適合度誤差を γ とすると、次式が成り立ちます。 
 

 
 
γ は VIN とは無関係に指定されるので、10γ は一定の乗数です。γ = 4.3mV の場合は 10γ = 
1.01 です。  
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アプリケーション例 — 対数出力の線形化 
 
汚染監視では、酸素の対数濃度 p02 を示す電圧を出力する酸素検知器がよく使われます。実
際の酸素濃度を決定しなければならない場合は、ある種の指数処理を行う必要があります。

この例では、対数デバイスを使用するアナログ線形化回路の設計を考えます。  
目標は、酸素検知器の対数出力から線形濃度指示値を得る回路を設計することです。酸素検

知器の応答特性は次の通りです。 
 

 
 
最初のステップは、可能であれば、測定データを方程式の形にまとめることです。この例で

は、トランスデューサの出力は、1 ディケードの濃度変化につき -60mV 変化します。これ
は次式で表すことができます。 
 

 
 
第二のステップは、（12）の逆関数によって決定される応答特性を持つ回路を実現すること
です。（12）の逆関数は次式で表されます。 
 

 
 
必要な形態の関数が、基本対数回路（751）、対数トランスコンダクタ（752）、またはログ
アンプ（755）のいずれかを使用する回路で実現できることは明らかです。 
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例えば、755Nの伝達関係は次式で表されます。 
 

 
 
次のステップは、スケール・ファクタと、755 の動作範囲を酸素検知器の範囲に合わせるた
めに必要な外部回路を決定することです。  
指数デバイスのスケールを変更するには、まず、O2 の濃度範囲に対応する EO の範囲と、
EOD の範囲に対応する VIN の範囲を決定する必要があります。  
CO2 の範囲が 10 % から 0.01 % までなので、使用可能な EO の最大値は 10V で、出力を
パーセント濃度（1V/1 %）で直接指示することができます。VIN = 0 で 10° = 1、なおかつ 
EO = 10V なので、これは 10C02 = 100 の時の EOD = 0 に対応します。 
 

 
 
これは、たまたま 755N の公称 EREF の 100 倍で、-2V の入力バイアス（K = 1）と同じで
す。  
濃度が 10 倍変化した場合は EOD/0.06 = 1 となり、同様に、EO が 10 倍変化した場合は次
のようになります。  
 

 
 
ここで G は、酸素検知器出力と指数回路入力の間の外部係数です。  
G の値を決定する場合、755 によって得られる内部ゲインは K の選択に左右されないとい
う点に注意することが重要です。K の接続は入力の減衰を決定するだけで、その他の性能に
は何も影響を与えません。したがって K は任意に選択することができ、ここでは計算を容
易にするために K = 1 とします。 
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K = 1 の場合 G = -16.7 で、これは反転プリアンプによって設定できます。  
上記の説明に基づいた線形化回路を図 6 に示します。図 7 も同様の回路ですが、752N 対
数トランスコンダクタと外付けのオペアンプを使用しています。図 6 の回路を使用した場
合は、K の値に含まれる誤差を考慮に入れた上で G を微調整すれば、指数の全体的な係数
（G/K）を微調整することができます。 
EREF は、恐らく、入力を -2V だけバイアスし、入力が 0V の状態で出力が 10V に微調整
することによって、最も容易に実現することができます。EOS は、VIN を +15V にして先に
述べた方法によって微調整するか、A1 の出力を +10V 以上に維持するように VIN の値を
加えることにより微調整します。  
 

 
図 6: ログアンプを使用した酸素検知器用線形化回路 

トリム手順: 

A. ゼロ入力で A1 出力をゼロに調整します。 

B. VB ≥ 10V で EO をゼロに調整します。 

C. ゼロ入力で EO を +10V に調整します（EREF を調整）。 

D. -180mV 入力で EO を +10mV に調整します（G を調整）。 
 
トランスコンダクタを使用する方法（図 7）では、IREF を調節できるので、計算をもう少し
柔軟に行うことができます。例えば、この場合は VREF = 10V であり、IREF を 100µA に、
帰還抵抗を 100kΩ に設定することができます。入力をバイアスしたり、より大きい帰還抵
抗を使用したりする必要はありません。  
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図 7: 高インピーダンスのフォロワを接続したオペアンプと 
対数トランスコンダクタを使用した酸素検知器の線形化回路 

トリム手順: 

A. ゼロ入力で A1 出力をゼロに調整します。 

B. VB ≥ 10V で EO をゼロに調整します（A2 出力） 

C. ゼロ入力で EO を -10V に調整します（IREF を調整）。 

D. -180mV 入力で EO を -10mV に調整します（G/K を調整）。 
 
ここに示すように（図 6）、入力アンプは反転構成で接続されているので、入力信号源に負
荷がかかります。高い入力インピーダンスが必要な場合は、P 型の対数トランスコンダクタ
かログアンプを非反転構成の入力アンプとともに使用できますが、出力極性（図 7）は、正
ではなく負になります（簡単に対処できるので、通常、大きな問題となることはありませ

ん）。  
指数回路は、751 基本対数素子と 3-1 項および 4-1 項に示した原理を使って、「ゼロか
ら」作ることもできます。  
 
オペアンプの選択 
 
アンプ A1 は、低オフセット温度係数を基準に選択した汎用オペアンプです。このアンプが
非反転型（P 型）の場合は、低レベルでの同相信号除去性能も良好なはずです。  
最悪時の誤差は（VIN/K）= 3 時に生じ、この時の誤差が最大誤差となります（出力 %）。
例えば、VIN/K が 0.1 % 誤差に相当する場合、出力誤差は（表 1 から）0.7 % です。 
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これに対し、入力回路の誤差による最大許容誤差が 0.1 % の場合は、入力誤差を 0.1 % の
約 1/7、つまり約 0.014 % に押さえなければなりません。  
入力におけるミリボルト単位の誤差が出力に与える影響を考える際には、表 2 が良い助け
となります。（K = 1）  
 

表 2: ミリボルト RTI と % RTO 誤差指数における 
同じミリボルト値の誤差は、任意のレベルの出力における 

一定パーセント誤差に相当します（数値は K = 1 に対する値）。 

 
 
表から、A1 の出力で 167µV の誤差を発生させるノイズまたはドリフト（入力における 
10µV の誤差）は、0.04 % の出力誤差を発生させることが分かります。  
このアプリケーション用の A2 を選ぶ際には、低ノイズ、低ドリフトのオペアンプが必要で
す。対数トランスコンダクタにより加算点に加えられる電流の出力インピーダンスは、電流

レベルとともに変化し、次のように近似できます。 
 

 
 
ここで、Ic は mA を単位とする電流です。  
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最悪時には、その最小値 1kΩ を、加算点の負荷として考える必要があります。Rf = 100kΩ 
の時の「ノイズ・ゲイン」は約 100 であり、結果として A2 のノイズとドリフトは 100 倍
に増幅されます。このため、1kHz 帯域幅で 2µV rms の最大保証ノイズと 5µV/ °C の最大
指定ドリフトに基づき、モデル 43K を選択しました。  
最小出力（帰還）電流レベル（0.15µA）では、バイアス電流が 0.15µA の 1 %、すなわち 
1.5nA を超えると 1 % の誤差が生じるので、A2 の選択にあたってはバイアス電流も重要な
要素です。FET 入力のモデル 43K は、25 °C での最大バイアス電流が 20pA で、広い温度
範囲にわたって、この要求を簡単に満たすことができます。  
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4-4 乗算と二乗 
 
乗算と二乗 
 
第 1 部では乗算器の特性とアプリケーションについて簡単に述べ、第 2 部では非線形デバ
イスのアプリケーションを示しましたが、その多くに乗算が含まれていました。3-2 項では
乗算器の構造、性質、仕様、欠点と、その特性を計測するための手段を詳細に解説しまし

た。この章では、乗算および二乗アプリケーションに使用する乗算器の選択と使用に関し、

いくつかの要素について検討します。  
 
選択のガイドライン 
 
ある種のアプリケーションに乗算や二乗が必要であることは分かっています。ここで必要な

のは、最小限のコストで必要な処理を行い、その結果を回路の残りの部分に最適な方法で渡

す乗算器を選ぶことです。乗算器の選択とその使い方は相互に依存する関係にあるので、こ

れらはまとめて考える必要があります。これに伴う問題は数多くあり、その答えは選択と使

用の両方に影響します。ここでは、検討上、それらの問題を分類します。  
 
1. どのような伝達関数が必要か。単純な乗算または除算か、あるいは乗算と除算が組み合わ
されたものか。スケール・ファクタは固定か、調整可能か、あるいは可変か。入力の極性は
どうするか。出力の極性はどうするか。どのような極性関係か。関係する動作象限はいくつ
か。 
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通常の乗算器の伝達関数は EO = K（Vx • Vy）で、K は比例定数を表し、一般にスケール・
ファクタと呼ばれます。ほとんどのアナログ乗算器では K = 1/（10V）で、これは、10V の
フルスケールの入力信号に対して 10V のフルスケールの出力応答を得るためです。しか
し、かなりの自由度でユーザーがスケール・ファクタを選択可能な設計もいくつか存在しま

す（例えば AD531 やモデル 433、434 など）。ある任意の値に固定できるものや、いくつ
かの任意の値を切り替えられるもの、あるいは外部の電圧や電流によって連続的に変更でき

るものもあります（事実上は乗算と除算の組み合わせ）*。 
乗算は、代数的に正しい極性の積が得られることが理想です（1 x 1 = 1、-1 x 1 = -1、-1 x -1 = 
1、1 x -1 = -1）。しかし、すべての乗算器が両方の入力信号極性を受け入れたり、正負両方
の電圧を出力できるわけではありません。動作象限（2 つの入力を軸としたプロット上の象
限）の数は、3-2 項で定義されています†。  
乗算を行うには、ブロック図に示すように、使用するハードウェアの性能範囲に応じて、多

くの場合、ゲイン・スケーリングが必要になります。これは、一方または両方の入力の前

か、あるいは出力の後の段階で行います。これらのゲインはすべて、回路の測定出力と入力

の関係を期待される形にするために、全体の数学的伝達方程式に含めておく必要があります

（図 1）。  
 

 
図 1: 外部スケーリング（増幅または減衰）が乗算器の 

全体スケール・ファクタに及ぼす影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 除算のみの場合、最良の精度とダイナミック・レンジは、434 や 436 のような特化された乗算器によって実現されます。  
 
† この章を読み進めるにあたっては、その内容を十分理解するために、乗算器の一般的特性と 3-2 項に示す仕様の定義を把握しておくこ
とを強く推奨します。  
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汎用の 4 象限乗算器は、そのまま 1 象限または 2 象限演算（1 つまたは両方の入力変数
の極性が制限されているもの）に使用することができ、多くの場合は、限定された範囲内

で、より精密な調整を行うことができるという利点があります。しかし、1 象限乗算器を多
象限演算に使用するのは、それほど容易ではありません。3-2 項（図 21）には、これを行う
ための 1 つの方法が示されています。これは、入力信号をオフセットすることによって行い
ます。2 象限信号を二乗する場合は、1 象限乗算器の前に絶対値回路を置くことができま
す。  
最後に、入力信号、出力、またはゲインのいずれかが望ましくない極性関係にある場合は、

ゲイン 1 の反転オペアンプを適切な場所に外付けすることによって、あるいは（AD532 の
ように）差動入力を使用できる場合は、適切な方法でこれを接続することによって、簡単に

補正することができます。  
 
2. 入力の大きさの範囲はどう設定するか。出力の大きさの範囲はどう設定するか。入力の分
解能はどうするか。出力の分解能はどうするか。 
 
通常、入力と出力は、フルスケールの定格入力に合わせてスケーリングすることが望まれま

す。しかし、いくつかのアプリケーション（例えばゲイン制御）では、一方または両方の変

数の範囲を制限することによって、線形性を改善することができます。この場合、減少した

信号の中ではオフセットの占める部分が大きくなるので、当然、オフセット誤差の重要性が

増します。  
1 つの変数の変動幅が比較的小さい場合、出力の分解能（ダイナミック・レンジ）は、もう 
1 つの入力の分解能と同じです。しかし、両方の変数の変動幅が広い場合（例えば二乗演算
の場合）、必要な出力分解能は 2 つの入力ダイナミック・レンジの積になります。例え
ば、両方の入力の変動幅が 100: 1（10V ～ 0.1V）だとすると、出力分解能は 1/10,000
（10V に対して 1mV）でなければなりません。そこまで必要かどうかは、その出力信号を
使って何をするかによって異なります。  
周波数逓倍アプリケーションに必要なのは、適度な範囲で歪みのない正弦波だけです。した

がって、下限における 1mV の不確実性はあまり問題となりません。多くの場合は 50mV 
で十分です。 
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しかし、二乗演算器の出力を平均してその平方根を求める場合（単純なオープン・ループ 
RMS アプリケーションなど）、小信号時の平方根演算器の感度が高いことから、二乗演算
器の出力は、額面通りの分解能を実際に備えていることが求められます。幸いなことに、ほ

とんどの市販乗算器は、ゼロに近い優れた「分解能」を備えていますが、ノイズとドリフト

によって小さい AC 信号成分が隠されてしまう可能性があります。  
 
3. アプリケーションは AC か DC か。製品にとって重要な特性は何か（つまり、瞬間値
か、あるいは平均値、ピーク値、ピーク to ピーク値、位相値といった何らかの計測値
か）。アプリケーションは DC-DC、AC-AC、AC-DC のどれか。 
 
変調器、周波数逓倍器、ゲイン制御回路などのいくつかの AC アプリケーションでは、通
常、出力オフセットはそれほど重要ではありません。その他のアプリケーションでは、一方

の入力（変調器では変調入力、ゲイン制御では信号入力）だけに良好な線形性が求められる

ことがあります。変調器の場合、変調信号チャンネルでは DC フィードスルーが、高周波信
号チャンネルでは AC フィードスルーが重要になることがあります。  
帯域幅に関する要求は、乗算器が実行するジョブによって決まります。出力の平均値が興味

の対象となる二乗平均計測、平均電力計測、相関、および位相計測では、出力帯域幅は非常

に狭くできますが、入力の位相差は無視できる程度でなければなりません*。振幅変調、ピ
ーク復調、周波数逓倍、AGC といった機能の場合は、出力振幅エンベロープを必要な精度
に保たなければなりません（1 %、-3dB など）。最も要求が厳しいのは、位相を維持しなけ
ればならないアプリケーションです。つまり、セトリング時間仕様や（正弦波の場合は）

「ベクトル」誤差による予測に従い、出力が「直ちに」入力に追従しなければなりません。  
 
4. 重要な精度基準は何か（全体誤差、非線形性、フィードスルー、オフセット、ノイズ、ゲ
イン誤差など）。精度を維持しなければならないのはどの入力（出力）のダイナミック・レ
ンジか。 
調整を行うことができない場合は、全体誤差が重要な精度基準になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* また、（非対称の）制限やスルーイングが生じるような信号振幅（立上り時間）を避けることも求められます。これらの要素は、出力の
平均値にも影響します。  
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これに対し、オフセット、フィードスルー、ゲイン誤差、および（場合によっては）非線形

性は外部的な調整によって減らすことができるので、妥当な温度範囲で誤差成分が過度に変

化しないことがデバイスのドリフト仕様に示されている場合は、定格性能が低いデバイスを

使用してコストを抑えることが可能です。 
いくつかのアプリケーションでは、出力値範囲内における誤差が、実際の出力電圧に対し所

定の比率（例えば 0.5 %）になっていなければなりません。その他のケースでは、フルスケ
ール出力に対する比率で誤差を指定すれば十分です（例えば 10V の 0.5 %、あるいは 
50mV）。非線形性と線形フィードスルー誤差の基準には入力が使われます。その他の誤差
は、通常、出力基準で表されます（3-2 項参照）。すでに述べたように、外部的な調整を使
用することで、限定された電圧範囲と象限数においては誤差をさらに減らすことができま

す。  
 
5. 調整を可能にするためにどのような妥協が許容されるか。デバイスは初期微調整なしで実
装しなければならないか。校正は行わないのか。実装時の調整は工場で行うのか、現場で調
整可能とするのか。調整機能と基本的デバイス・コストとのバランスをどの程度にするの
か。  
 

最も低コストの汎用デバイスの性能は、疑いなく調整で大幅に改善できます。しかし、調整

はそれ自体コストのかかるものであり、追加部品、作業スペース、手順、治具、説明書など

の要素が関係してきます。調整済みの高コストデバイスの性能保証の中には、これらの追加

的なコストが含まれています。  
一般に、調整済みのモジュラー・デバイスは、ほぼ最適な状態になっています。自動レーザ

ー・トリミング工程は、加熱、ハンドリング、パッケージング、および経年変化による変動

を考慮しなければならないので、AD532 などの調整済みの IC では、多くの場合、さらに
調整を行うことによって性能を向上させることができます。これは個々の変動の指定範囲が

広がる結果となりますが、それでも、調整されていない IC に比べると誤差が大幅に小さく
なり、ほとんどの調整済みのモジュラー・デバイスよりコストも低くなります。通常のオフ

セット、線形フィードスルー、およびゲインの調整に加えて、一般に IC 乗算器は、2 次非
線形性成分を減らすためのクロスフィード線形性トリミングによって、性能を大幅に向上さ

せることができます（3-2 項の図 14、15、16、17、18）。  
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調整される変数は入力および出力バイアス電圧と全体ゲインなので、多くの場合、乗算器の

調整は、乗算器が組み込まれた装置の全体的な校正調整で代用することができます。システ

ム内のあらゆる場所のゲインと追加電圧は、乗算器のオフセット、線形フィードスルー、ゲ

インなどの誤差を補償するために（適切な手順と順番で）操作することができます。  
いくつかのアプリケーションでは、その性質上、必要な調整が少なくなります。例えば、二

乗の場合はフィードスルー調整の 1 つを無くすことができ、二次非線形性も適切なゲイン
調整によって無くすことができます。もう 1 つの例: AC カップリングされた振幅変調器で
は、すべてのローカル調整を無くすことができます（変調入力の DC フィードスルーは変調
信号バイアスに組み込まれます。ゲインは変調信号内、キャリア内、または出力後に制御で

きます。また、キャリア入力の DC フィードスルーと DC 出力オフセットは、AC カップ
リングには関係しません）。 
高周波数において（コストに関係なく）AC フィードスルーを減らさなければならないアプ
リケーションでは、場合により、入力信号を適切な極性で加算アンプに容量給電し、位相違

いの乗算器出力に加算して、内部の容量フィードスルーを相殺することができす。  
 
6. ダイナミック応答に求められるものは何か: 入力周波数範囲か、出力周波数範囲か、許容
減衰と位相シフトか、スルー・レートか、セトリング時間か、歪みか（3 を参照）。 
 
7. どのような環境的制約があるか（温度変動、湿度、衝撃、振動、ウォームアップ、電源、
物理的サイズ、外部回路など）。 
 
8. 入力と出力に関するその他の条件で、伝達関数に表されていないものは何か。差動かシン
グルエンドか。乗算器入力による信号源の負荷はあるか。昇圧、絶縁、容量負荷などの出力
電流条件はどうか。 
 
9. 最後に（なおかつ最も面倒な問題）、さまざまなコストの中でどれを重視すべきか（各種
コスト間の相対的な許容度はどうなっているか）:   
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A. デバイス自体のコストか。 
B. 必要度に応じた調整およびその手順にかかるコストか。 
C. 特定のデバイスに特有の他の外部回路のコストか。サイズか。 
D. D. A または B に対する妥協による性能やシステムの信頼性の低下か。 
 
代替策に関する検討は、上に挙げた条件を、望ましい回路構成と一連の暫定的仕様に当ては

めることから開始する必要があります。調整されていないデバイスと外部調整回路を使用し

た場合のコストと、調整済みのデバイスの場合のコストとのトレードオフを考慮しながら、

サイズとコストを含む仕様を、優先度に従ってリストアップします。  
例えば、サイズが重視される場合は、それがリストの最上位近くに位置し、恐らく対象が集

積回路に限定されて、外部調整は行わないという形になることが考えられます。また、線形

性が最も重要な基準となる場合は、必要な線形性あるいはそれに近い性質を備えたデバイス

に選択範囲が狭められます。  
通常は、優先度に従って仕様をリストアップすることにより、選択範囲を迅速に絞り込める

ので、いくつかのデバイスの相対的なメリットを深く掘り下げて比較することができます。

このプロセスを通じて、使用可能なデバイスがすべて除外されてしまった場合でも、どのよ
うな妥協が必要かが（あるいはメーカーへの相談の必要性が）すぐに明らかになります。  
アナログ・デバイセズを含むほとんどのメーカーは、その乗算器をいくつかのクラスに分類

しているので、一般に絞り込みは容易です。例えば、集積回路化されたデバイスは他のデバ

イスと分けてリストアップされています。IC はサイズが最も小さく、（多くの場合は）コ
ストも最も低いので、多くの場合は、「満足できる範囲で条件を満たす、最も安価な IC を
選ぶ」という経験則が成り立ちます。IC は他のデバイスと分けてリストアップされている
ので、すべての IC をまとめて比較検討することができます。  
これに対し、他の側面が優先される場合は、次のような「見出し」の下でデバイスを探すこ

とができます。つまり、「高精度」、「高精度低ドリフト」、「高精度広帯域」、「広帯

域」、「汎用」、「経済的」といったキーワードです。 
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アナログ・デバイセズの乗算器ファミリーの主な機能と代表的アプリケーションの概要を、

表 1 に示します。各ファミリーは 複数のデバイスで構成されており、例えば非線形性、フ
ィードスルー、ドリフトといった、1 つまたは複数の重要仕様に基づいて分類されています
（429 と 429B、427J と 427K、AD532J、AD532K、AD532L、AD532S など）。 
 

表 1: 重要機能によるアプリケーション・ガイド 

 
 
使用可能なデバイスについての事前知識なしで適切なデバイスの選択作業を開始すれば、選

択に多大な労力がかかることは明らかです。この作業をいくらかでも容易にするために、い

くつかの重要な基準を選んで、仕様範囲を便利な複数の段階（レベル）に分類した表（表 
2）を用意しました。さらに、すべての標準的なデバイスが、望ましいパラメータの順に、
上から下へリストアップされています。  
例えばフィードスルーを考えた場合の最良の選択肢は 424Kで、その値は X 入力で 1mV、
Y 入力で 2mV です。最も望ましくないものが AD532J で（外部調整なしの場合）、その
値は両方の入力で最大 200 mV です。帯域幅を考えた場合は 429 ファミリーが最良の選択
で、-3 dB の帯域幅は代表値で 10 MHz です。これに対し 424 や 427 は最も望ましくない
選択で、帯域幅は 100kHz 程度です。  
したがって、優先仕様を表 2 に適用して、そこから、表に掲げられたデバイスが要求プロ
ファイルに適合するかどうかを判断することができます。 
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また、適合するものがなければ、どのような妥協が必要なのかが、すぐに明らかになりま

す。  
当然、この表の有効性は予備的情報としての使用に限定されますが、これにはいくつかの理

由があります。 
 
1. この表は、汎用の 4 象限デバイスを表にしたものです（優れた性能を持つ 433 および 
434 YZ/X 1 象限デバイス・ファミリーは含まれていません）。  
2. この表は、1973 年後半におけるアナログ・デバイセズの製品ラインの状態を示したもの
です。読者の皆さんが本書を読まれる時点では、アナログ・デバイセズやその他のメーカー

から、より低価格で高性能の新製品が販売されている可能性があります。  
3. また、すべての仕様が示されている訳ではありません。（ユーザーのアプリケーションに
とって）重要なすべての情報が含まれていない場合もあります。しかし、検討すべきデバイ

スの数を絞り込めるので、調べなければならないデータシート（またはカタログの表）の数

を大幅に減らすことができます。  
4. 「すべての価格と仕様は、予告なく変更されることがあります。」 
5. 示された数値のいくつかは、最小値／最大値ではなく「代表値」です。仕様を「代表値」
とするのは、通常、経済的な理由によります。所定の性能レベルを実現できる確度は、価格

に比例します。事実上、「代表値」で示された仕様は、1 レベル以上下げるか、その価格等
級を 1 レベル下げて考える必要があります（つまり、必要な仕様を保証するには、可能で
あれば、より高い価格のものを使用しなければならない可能性があります）。  
6. 表示されている価格は単価です。数がまとまれば値引きもかなりの額になる可能性がある
ので、価格等級が目標より 1 レベル低いデバイスを無視すべきではありません。  
 
ユーザーのための注意点 
 
1. 低レベルにおける線形性の改善。非線形性仕様の利点を生かすことにより、ユーザーは、
より低コストの乗算器を使用して十分な小信号精度を得ることができます。 
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表 2: 4 象限乗算器の選択ガイド 

 
* 代表値 
† 内部トリム 
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次ページの注記を参照。 
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4 象限デバイス・ファミリーの概要 － 表 2 注記 

 

プレフィックス「AD」が付くもの: 集積回路 

AD533: 最小価格、汎用、可変トランスコンダクタンス、4 象限。薄膜基板使用のモノリシック構造。 

AD530: 低価格、汎用、可変トランスコンダクタンス、4 象限。AD533 より高仕様。薄膜基板使用のモノリシック構造。 

AD532: 内部トリム、低価格、汎用、可変トランスコンダクタンス、4 象限。レーザー・トリムされた薄膜基板使用のモノリシック構造。
両入力とも差動。 

AD531: AD530 と同様だが、入力電流によりスケール・ファクタを調整可能（XY/I）。3 変数乗除算器として使用し、ベクトル、平方根、
RMS、および絶対値演算を実行可能。TO-116 デュアル・インライン・パッケージのみ。X 入力が差動。 

 

プレフィックスなし: モジュラー・パッケージ 

427: 最高精度、最小のノイズとドリフト、パルス高／パルス幅変調、内部トリム。 

424: 最高精度、最小のノイズとドリフト、パルス高／パルス幅変調、外部トリム可能。除算には外部アンプが必要。 

428: 低ドリフト、精度良好、妥当なコスト、可変トランスコンダクタンス型。 

429: 10MHz の帯域幅と良好な低周波数性能、可変トランスコンダクタンス。 

422: 広帯域トランスコンダクタンス型。 

426: 低価格、汎用、可変トランスコンダクタンス型。 

432: 低価格、内部トリム、汎用、可変トランスコンダクタンス、小型モジュラー・パッケージ。 

 

表 2 には示されていません。 

434: 高性能乗除算器（YZ/X）、除算と平方根に特に有効。広いダイナミック・レンジの対数／逆対数型、1 象限。 

433: 多機能モジュール、Y（Z/X）m、434 が行う演算に加えて 1 ～ 5 の累乗と根を計算可能。広いダイナミック・レンジの対数／逆対数
型、1 象限。 

425: カード上に取り付けた 424、幅調整。 

436: 高性能、可変トランスコンダクタンス、除算専用 — 2 象限の分子、正の分母。 

 
これは、ほぼ常時余裕を持たせた近似を用いることによって実現され、この場合の非線形誤

差 f（X,Y）は次式で表されます。 
 

 
 
ここで、εx と εyは線形誤差率、つまり（非線形性/100）を % で表した値で、それぞれ X 
入力と Y 入力に対して指定されます。  
 
例: モデル AD530K では εx = 0.5 %、εy = 0.2 % です。この時、Vx = 5V および Vy = 1V の
場合の最大誤差を考えます。入力を反転させるとどうなるでしょうか。 
 
A. 公称出力は VxVy/10 = 5 × 1/10 = 500mV です。  
B. 予想される線形性誤差は 5（0.005）+ 1（0.002）= 27mV、つまり出力の 5.4 %（フルス
ケールの 0.27 %）です。  
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C. 入力を入れ替えると、1（0.005）+ 5（0.002）= 15mV、つまり出力の 3 %（フルスケー
ルの 0.15 %）です。  
このアプリケーションでは、設定の電圧がそれぞれ最大に達した場合に、両入力を入れ替え

る必要があることは明らかです。いずれにせよ、ここで計算された誤差は 1 % フルスケー
ルの全体予測仕様と対比する必要があります。予測仕様値は 100mV、つまり 500mV 出力
の 20 % で、十分な余裕が見込まれています。 
以上の検討は、非線形性仕様のみに関係するものです。このように小さい値の計算を行う場

合は、過度の誤差が生じるのを避けるために、すべての DC 誤差をゼロに補正し、温度変動
範囲も十分に小さくする必要があります。  
 
2. 同相ノイズ除去: 一部の乗算器には 1 つ以上の差動入力がありますが、これは、計測（例
えば図 2 の電力測定）や、追加オペアンプなしで行うベクトル減算のように、受動的な加
算や減算を伴うアプリケーションに便利です。このようなデバイスの例としては、AD531 
や AD532 があります。  
 
一般に、同相誤差は、明確な差動入力信号 δCM として現れ、これは同相信号レベル VCM =
（V1 + V2）/2 の関数となります。これは、ユニティ・ゲインの乗算器をセットアップして
（例えば、（X1 - X2）Y/10 の乗算器では Y = 10V にセット）、低周波数の正弦波発生器
（20Vp-p @50Hz）を両方の差動入力にコモン接続することによって測定されます（図 3）。
これによって得られるピーク to ピークの出力誤差測定値が、同相誤差です。同相誤差比
は、同相入力スイングに対するこの測定電圧の比率です。同相ノイズ除去比（CMRR）は同
相誤差比の逆数であり、対数同相ノイズ除去（CMR）は 20 log（CMRR）で表される値です
（単位は dB）。 
実際的な問題として、各差動入力における信号レベルの絶対値は、差動信号と同相信号を合

成したもの（両方が別々に加えられる場合）であることに注意する必要があります。また、

合成電圧スイングは飽和入力にならない、という点に注意しなければなりません。  
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a）高シャント（差動入力乗算器） 

 

 
b）高負荷（差動入力乗算器） 

 

 
c）高電圧（例: AC ライン） 

図 2: 電力測定に使用する乗算器 
 

 
図 3: 同相誤差測定 
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3. 平衡変調器アプリケーション（図 4） 
 

 
図 4: 平衡変調器回路 

 
平衡変調器は 2-4 項（図 4a）で取り上げました。乗算器誤差を含めると、下の式は、 
 

 
 
次のようになります。 
 

 
 
低周波数項と DC 項はハイパス・フィルタによって除去できるので、通常、これらの項はあ
まり重要ではありません。キャリア・フィードスルー（線形）項は、YOS を微調整すること
によってゼロにできますが、温度の変化によって元に戻ってしまいます。したがって誤差

は、非線形項と、温度に影響されるキャリア・フィードスルーで構成されます。  
このアプリケーションに AD530K を使用することを検討する場合、その非線形性誤差は x 
で 0.5 %（50mV）、y で 0.2 %（20mV）であり、温度が YOS に与える影響は 2mVp-p/ °C 
です。 
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信号スイングが 20Vp-p だとすると、非線形性誤差は 0.5 % で（室温で -46dB）、45 °C の
温度変化による追加的なキャリア・フィードスルーは 90mVp-p です。これらが直線的に加わ
る場合は（実際には二乗和平方根の形で加算される可能性が高い）、誤差は 190mV/20V = 
0.95 % となります。これを「dB」で表すと（20 log 0.0095）、約 40dB のキャリア、高調
波、および外積抑制に相当します。  
キャリア振幅の変動に左右されない変調器を作るには、何らかの手段を講じてキャリア入力

をハード的に制限するか、AGC 回路を使ってその振幅を制御する必要があります。AGC に
よる方法は、図 5 に示すような形で XY/Z 乗算器（AD531 など）を使用すれば、変調プロ
セスと同時に行うことができます。この回路は、変調信号（Y 入力）とキャリア（X 入
力）の乗算を行います。ゲイン（1/Vr）は、キャリア振幅の大きさによって決まるので、出

力振幅は変調信号振幅のみの関数になります。  
 

 
図 5: キャリア・レベル補償を行う平衡変調器 

 

トランジスタのエミッタ回路は、キャリア振幅を測定するための整流器として動作します。

フィルタリングはコレクタ回路で行われます。その結果得られる電流はキャリア入力にほぼ

比例し、これが分母入力電流となります。この電流は乗算器のゲインを調整し、1 ～ 10V 
の電圧範囲と 20 Hz を下限とする周波数範囲で、キャリア振幅の変化とは無関係に出力振幅
を維持します。 
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ダイオード D2 は、キャリア振幅が非常に小さい場合（ゼロを含む）でも分母がゼロになら
ないように、コレクタ回路内の電流を維持します。  
 
4. 二乗演算器の使用に関する注意 
二乗演算器として接続された乗算器に正弦波を加えると、出力の時間プロットは、次式の三

角関数の公式から、振幅 ½A2/10 でバイアスが ½A2/10 の倍周波数正弦波になるはずです。  
 

 
 
低周波数でのオシロスコープの時間プロットと X-Y プロットは、図 6b および c のように
なります。  
 

 
図 6: 理想二乗演算器とフィードスルー誤差を含む二乗演算器の波形 
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図 6d と 6e に見られる非対称性は入力オフセットによるもので、その原因は、乗算器のフ
ィードスルーまたは正弦波の DC 成分（もしくはその両方）です。これは、二乗出力に線形
項（および無視できるオフセット）を追加します。 
 

 
 
入力のオフセット（小さい場合）と乗算器のオフセットは、XOS または YOS を調整して正
弦波のピーク値を等しくすることにより、室温に合わせて補償できます。  
高周波数では、周波数逓倍により、二乗演算器の位相シフトが正弦波に定数を乗じた場合の

値より大きくなります。また、周波数が高くなるとフィードスルーが大きくなるので、周波

数の上昇とともに非対称性が生じます（図 7）。  
多くのアプリケーションでは、これらの応答を心配する必要はありません。DC メータで測
定した平均応答は、かなり高い周波数になるまで、基本的に周波数とは無関係であるという

のは興味深い点です。これがユーザーにとって何を意味するのかを以下に示します。 
A. RMS 測定、電力測定あるいは（複数入力間の）位相角測定の場合のように、出力の平
均値が関心の対象である場合、倍周波数の位相シフト（および減衰でさえ）は問題となら

ず、基本周波数の AC フィードスルーも同様にほとんど重要ではありません。出力は、フィ
ルタがかけられるか積分されます。出力段の高周波減衰は、ごくわずかなプレフィルタリン

グと見なすことができます（実際、出力段の加算点を使用できる場合は、帰還コンデンサを

使って内部的な 1 次遅延フィルタリングを行うことができます）。重要なのは平均値が一
定していることですが、これは、このユニットの定格が規定されている全周波数範囲で極め

て良好です。  
B. また、周波数逓倍や振幅変調の場合のように、出力の AC 成分の振幅が関心の対象で
ある場合も、定格周波数範囲の約 1/10 付近で減衰が生じ始めるまで、位相シフトは重要で
はありません。  
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a）高周波での二乗演算における入力対出力の 

代表的プロット － 位相シフトと高周波フィードスルーが見られる 
 

 
b）上のケースの時間プロット － 位相歪みがあるが  

0.5 を境とする上下の面積は等しい 

図 7: 正弦波入力に対する二乗演算器の高周波応答 
 
C. 関心の対象が出力の瞬間値である場合は、位相シフトが重要になります。これは、小さ
いながら重要な部類に入る乗算器アプリケーションです。例としては、高周波オシロスコー

プ・ディスプレイの線形補正に二乗演算器を使用する場合が挙げられます。  
 
周波数逓倍アプリケーションにおける出力振幅は、入力振幅の二乗に比例します。ほとんど

の場合、周波数逓倍器出力の振幅は重要ではありません。振幅応答が線形でなければならな

いアプリケーションでは（例えば、振幅がゆっくりと変化する変調の入力応答）図 8 に示
す回路が有効です。 
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二乗演算器として接続された乗算器（AD531）の出力の 「DC」 成分にはフィルタがかけら
れ、ゲインを制御するために分母信号として帰還されます。したがって、次式が成り立ちま

す。 
 

 
 
また、次式から、 
 

 
 
なので、最終的に次式が得られます。 
 

 
 

 
図 8: 線形振幅応答の周波数逓倍器 

 

したがって、倍周波信号の振幅は入力振幅に比例します。もちろん、出力の DC 成分は容量
結合によって除去されます。  
 


