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0 はじめに ～なぜ必要？～ 

アナログ回路の知識はおそらく 1990 年代くらいを境に明らかに軽視されるようになりました．これは A/D，

D/A 変換の能力とディジタル信号処理の速度が高まるにつれ，いきなりディジタルで取り込んだ上で PC やマ

イコン，DSP，FPGA で処理する方式が主流になったためです． 

象徴的な例ではソフトウエアラジオがあります．一昔前のラジオはアナログ回路のみで構成される代表例でし

たが，今では電波情報を超高速で取り込み，ディジタル処理で波形解析をしてしまうほうが主流になりつつあ

ります．AM ラジオの周波数は高々1600kHz(1.6MHz)ですから，PC でリアルタイム処理できてしまうという

ことです．市川研究室の ADUN プロジェクトはこの考え方の最先端です． 

しかし実際にシステムを組む場合，今でも『入出力における変換』の段階でアナログ回路が重要な役割を果た

します．これはアナログとディジタルの間には，量子化誤差とサンプリングという二つの問題があるためです． 

 

0.1 量子化誤差 

量子化誤差は丸め誤差とも呼ばれます．データをディジタル化する際の 1bit の切り上げ／切捨てによって生

じる誤差のことです．例えば 5V レンジの 10bit(=1024 段階)の A/D 変換器では，1bit あたり約 5mV の分解

能がありますが， 5mV よりも細かな信号に情報が載っている場合，その情報は A/D 変換後は検知できませ

ん． 

つまり『何段階はかれるか』ということが重要で，これをダイナミックレンジと呼びます．ダイナミックレン

ジとは「識別可能な信号の最小値と最大値の比率」と定義される，工学全体の最重要キーワードの一つです． 

10bit の A/D 変換器は 10bit，つまり 1024 のダイナミックレンジがあります．実際には dB(デシベル)で表記

します．20log101024≒60dB となります．これは大体，1mm の目盛りが刻んである 1m の定規や，1g まで測

れる 1kg 用台所ハカリと同じです(図 1)．1m 定規を使ってアルミ板の厚みを測定したり，台所ハカリで一つ

まみの塩の重さを測ろうとは普通思いませんよね？ 同じように数十 mV 程度の信号を，そのまま 5V レンジ

の 10bit の A/D 変換器で取り込んではいけないということです． 

 

 

図 1 1mm の目盛りをもつ 1m 定規と 1g の分解能をもつ 1kg ハカリ．  

約 1000 段階=30dB のダイナミックレンジを持つ． 

 

ではアルミ板の厚みや，一つまみの塩の重さを測定する必要がある場合はどうするでしょう？アルミ板の場合

は，ノギスという，より細かな長さを測定できる定規を使います．塩一つまみの場合は，「小さじ一杯」とい



う表現が示すように，重さではなく体積を相手にします．つまり測定方法を変えることで対象に対する十分な

分解能を得ています． 

 

電気信号の話に戻ると，力センサや筋電の信号が良い例ですが，元の信号が数十 mV の振幅しかない場合，

5mV の分解能だと，たった数段階のガタガタした信号としてしか把握することができません(図 2)．しかし

元の信号をアナログ的に 100 倍(20log100=40dB)増幅すれば，A/D 変換器の性能をフルに生かせるようになり

詳細な波形を手にすることができます． 

 

 

図 2 量子化誤差．（左）元信号，（中）10 段階での取り込み，（右）30 段階での取り込み 

 

また元の信号の振幅が数十 mV であったとしても，それは 4.5V から 4.55V の間かもしれません．とすると，

100 倍に増幅する前に，4.5V を差し引くという作業も必要になります．こうした一連の作業はダイナミック

レンジの拡大あるいは A/D 変換器の持つダイナミックレンジの活用と表現します．こうした操作は，ディジ

タル信号として取り込む前に，つまりアナログ回路で行わなければなりません． 

 

[補足] 定規やハカリの例を考えると，10bit，12bit といった，一般的な A/D ボードの性能の意味を直感的に

理解することができます．10bit というのはつまり，大体 1mm の目盛りの付いた 1m 定規とおなじ性能です．

フルにこの性能が生かせるなら，たいていの目的を達成できます．これに対して 12bit だと，4 倍の目盛りが

付いていますから， その分余裕を持った設計ができるということです． 

 

0.2 サンプリング 

量子化が取り込むデータの分解能であったのに対し，サンプリングは取り込み時間の分解能と同じ意味です．

データを取り込む際の，取り込み時間間隔のことをサンプリング間隔といいます． 

サンプリング定理が示すとおり，現象を正確に取り込むには，その現象の中にサンプリングレート（サンプリ

ング周波数）の半分よりも高い周波数が入っていないことを保証する必要があり，これが守られないとエリア

シングの問題を生じます（図 3）．例えば 600Hz の現象を 1kHz でサンプリングすると，半分の周波数は 500Hz

ですから，折り返して 100Hz のニセ信号が生じます． サンプリングレートを無闇に上げることはできないの

で，元の信号の高周波成分はアナログ回路の段階でカットする必要があります．特にノイズは高周波に比較的

多く含まれますので，ノイズカットの意味もあります． 

 



 

図 3 エリアシング現象 

（左）元の信号（細線）をサンプリング（赤い点）した結果，偽の信号（太線）が生まれる 

（右）元の信号の周波数の倍以上のサンプリングレートがあると元の信号を復元できる． 

 

サンプリング定理は元の信号の持つ周波数の倍の周波数でサンプリングする必要があるという定理ですが，こ

れはギリギリの値です．実際， 図 3 右を見ると，サンプリングされた赤い点から元の信号が復元できると言

われても尐し首をかしげるでしょう（厳密にできるのですが）．実際は 10 倍程度のサンプリングをして安心

するのが普通です． 

 

0.3 複合的な問題 

実際にはダイナミックレンジの問題とノイズの問題は複合して現れます． 

代表的な例として，ハムノイズを取り上げましょう．ハムノイズとは，家庭用電源の 50 あるいは 60Hz のノ

イズが計測信号に現れてしまうものです(図 4)．微弱な信号を計測する場合，このハムノイズが，本来計測し

たい信号の 100 倍もあることもあります．とすると，このノイズをアナログ的に除去しないと何が起こるで

しょう？ 

先の例で出した 10bit(=1024 段階)の A/D 変換器は，その性能をフルに使ったとしても 1024 段階でハムノイ

ズを含んだ信号を計測することになります．ということは，本来計測したい成分は，高々10 段階で計測する

ことになります．そのあといくらソフトウエア処理をしてハムノイズを除去したとしても，ディジタル化した

段階で 10 段階しかない信号から多くの情報を引き出すことはできません．つまりノイズの問題はダイナミッ

クレンジの問題として現れるわけです． 

このような場合には，アナログ回路の段階でハムノイズを除去する必要があります．具体的にはノッチフィル

タ，帯域素子フィルタと呼ばれる，バンドパスフィルタとは逆のフィルタで特定周波数の信号をカットするこ

とになります．多くの微細信号を扱うアンプ（筋電アンプ等）にはこの機能があります． 

 

図 4 （左）本来の信号．（右）ハムノイズの乗った信号．50Hz の波が見えたらハムノイズを疑うべき． 

 

0.4 必要な知識 

こうした知識を前提としてとりあえず必要なアナログ回路の知識は， 



 受動素子（抵抗，コンデンサ，時々コイル），ダイオード（LED 含む）,トランジスタ(FET 含む) 

に関する基礎的な知識と， 

 オペアンプ回路 

の知識です． 

一昔前(おそらく 1990 年代前半位まで)はトランジスタで大規模な回路を設計する必要があり，トランジスタ

の特性に基づいたアンプの設計法（A 級，B 級アンプ等々）が最初の関門でしたが，今はほとんどオペアンプ

で代替されていますので，オペアンプを中心とした教育が主流となっています． 

 

しかしわざわざオペアンプを使うまでも無い単純なアナログ信号の操作には今でもダイオードやトランジス

タが使われます．また，普通ではない用途（超高速，超精密，大電流，高電圧）の場合にオペアンプ回路の知

識だけでは対応できないことがあります．研究室的には「電子工作の素」等に書いてある程度の知識で十分な

ので自習を心がけてください． 

 

オペアンプには非常にたくさんの種類があり，本来は用途によって適したものを選定する必要があります．こ

の実習では，計測のために電圧増幅オペアンプを，スピーカやモータの駆動のためにパワーオペアンプを扱い

ます．とりあえずこの二つを使うところから始めましょう．数年後，オペアンプをカタログから選定するよう

になれば，我々の分野としては十分に一人前です． 

 

研究室でも多くの場合モジュール化された計測装置やアンプでとりあえず事足ります（だから今回の講習がさ

っぱり理解できなくても不安になる必要はありません）．しかしアナログ回路の知識は，一歩先の研究をする

ためには必須のものです．受験スローガン風に言えば， 

ライバルに差をつける！ 

が最も当てはまる部分です．手の動く研究者養成の最後の仕上げとして，アナログ回路に親しむのが本講習の

目的です． 

 

蛇足ですが今後の動向を尐し． オペアンプ回路自体をマイコンに取り入れ，プログラミングでアナログ回路

を設計できてしまう｢デジタル・アナログ混載素子｣が多く登場しています．代表例は PSoC です．実は研究室

でも，オペアンプ講習をするべきか，PSoC 講習にしてしまうか迷った経緯があります．応用性の高さからオ

ペアンプになりましたが，PSoC のようなデバイスの動向は今後も注意を払う必要があるでしょう． 

 

課題1 （宿題）次のキーワードを（知らなければ）調べておく．他人に説明できる程度に． 

 量子化誤差，ダイナミックレンジ 

 サンプリング定理，エリアシング 

 ハムノイズ 

 ローパスフィルタ，ハイパスフィルタ，バンドパスフィルタ，ノッチフィルタ 

 電圧増幅オペアンプ，パワーオペアンプ 

 PSoC 

 

  



1 自習のための情報源 

PIC AVR 工作室「オペアンプ入門」 

http://nekosan0.hp.infoseek.co.jp/op_amp.html 

web 上のオペアンプ入門としては最も分かりやすい．オペアンプを全く知らない人は読んでおきましょう． 

 

「オペアンプ基礎回路再入門」 

標準的な教科書．  

 

「すぐ使える！オペアンプ回路図」 

「トランジスタ技術 98 年 1 月号 特集 定番エレクトロニクス回路集 第一章 OP アンプ応用回路集」 

オペアンプ回路図集．回路数は前者のほうが多い．解説は後者のほうが詳しい． 

 

「電子工作の素」 

「PIC とセンサの電子工作」 

PIC 講習で紹介した 2 冊だがアナログ回路の入門としても好適．電子回路初心者はどちらかを手元において

欲しい． 

 

トランジスタ技術 SPECIAL「OP アンプによる実用回路設計」 

トランジスタ技術 SPECIAL「OP アンプ IC 活用ノート」 

CQ 出版の SPECIAL シリーズ．内容は標準的で，入門を卒業した人の次のステップ用で，長く座右に置ける

タイプです．これ以外にも研究室に置いてあるトランジスタ技術 SPECIAL はどれも良い参考書． 

 

「定本 OP アンプ回路の設計―再現性を重視した設計の基礎から応用まで」 

CQ 出版の古典的名著．同じシリーズのトランジスタ回路の設計，続トランジスタ回路の設計とあわせて研究

室にあります．導入から高度なことまですべて書いてあるバイブル．やや難しいので SPECIAL の方を勧めま

す． 

 

トランジスタ技術 

研究室で毎月購読しています．だんだん読めるようになるでしょう．1999～2003 年のものは電子書籍として

研究室のサーバに置いてあります．以下のような特集は眺めておくと良いでしょう． 

 2001 年 2 月号 基礎から学ぶ計測技術のＡ to Ｚ 

 2001 年 4 月号 初めての抵抗・コイル・コンデンサ 

 2002 年 4 月号 ダイオード/トランジスタ完全理解 

 2003 年 8 月号 ディジタル・アンプ誕生！(研究室でよく使う D 級アンプの原理的解説あり) 

  

2 予定 

1 日目： LED の特性を知る．PC からの出力を電圧-電流変換し，LED を光らせると共に，PD で受け，パワ

ーオペアンプで増幅して音にする． 

2,3 日目：光を AM 変調，受信信号を AM 復調する． 

4,5 日目：「なるべく遠くまできれいな音を飛ばす」工夫をする． 



3 １日目： LED の特性を知る．PC からの音声出力を電圧-電流変換し，LED を光らせる． 

 

実験は二人一組で行う．ブレッドボードを使用して時間を短縮する．回路の組み立ては分担して行うが，計

測等の課題は共同で行う． 

 

3.1 LED の電圧-電流特性 

買ってきた高輝度 LED（赤）を選び，次の手順で特性を調べる． 

(1) LED の方向（陽極：アノード，陰極：カソード）をテスターで調べる． 

(2) 電源電圧を 0V として図 5 のように接続する．テスターを電流計として用いる． 

(3) 電源を ON した状態で，電圧を 0.1V ずつ 3.0V まで増加させる．電圧と電流を記録する．何 V から光っ

たかを記録する． 

(4) もし LED が壊れたなら（上の実験途中で光らなくなったら）交換する．壊れた LED は捨てる． 

(5) 電源を逆向きに接続し，電圧を 1V ずつ増加させる．同様に電流値と電圧値を記録する．何 V から光った

かを記録する．この LED はもう使えないので捨てる． 

 

図 5 LED の電圧－電流特性の計測 

 

課題2 Excel で電圧（横軸）と電流（縦軸）の関係をプロットしてみる．プロットは実験直後に行う習慣！ 

 

3.2 LED の電圧-電流-光量特性 

先ほどと同じ種類の LED と，PT(フォトトランジスタ，今回は TPS615)を用意する．PT は受光量に比例し

た電流が流れる光-電流変換素子なので，図 6 のような回路を構成することによって受光量を計測できる．次

の手順で LED の特性を調べる．CVCC 電源を「電流制御モード」で使う実習も兼ねていることに注意． 

 

  

図 6 LED の電流－光特性の計測 

 

(1) LED の電源電圧を 0V として図のように接続する．外光が入らないようにする． 

(2) このとき，電源の電流つまみも 0 としておく（左側いっぱいに回す） 

(3) 電源を ON とし，電圧つまみを適当に右に回す．このとき，電流リミットが 0 なので赤いランプが点灯す

る．この赤ランプは電流リミットに達していることを示す．言い換えれば電流制御モードになっているこ

とを示している． 



(4) 電流つまみを尐しずつ右に回す．電流はテスター表示のほうが正確なのでそちらを見ながら調整する．

5mA ずつ増やし，その際の電源電圧（電源のパネル表示），および PT 回路を流れる電流値（テスター表

示）を記録する．最終的に 0.08A(80mA)まで増加させる． 

(5) もし途中で赤いランプが点灯しなくなったら，電圧制御モードに戻ったことを意味するので電圧つまみを

適当に右に回し，電流制御モードに戻す．つねに電流制御モードのまま実験を続ける． 

 

（補足）CVCC 電源について 

http://okwave.jp/qa4105361.html  

http://www.kikusui.co.jp/knowledgeplaza/powersupply1/powersupply1_j.html 

 

 

図 7 LED の電圧-電流-光量特性の計測の様子 

 

課題3 Excel で LED の電流（横軸）と PT 回路の電流（縦軸）の関係をプロットしてみる． 

 

以上の二つの実験によって今回使った LED の定格 50mA までは，LED の光量は，『電圧』ではなく『電流』

に比例することがわかる（はず）． 

 

 

3.3 光で音を送信する (二人のうち 1 名) 

 

LED で音を光に変換して送信する．音源は PC からのオーディオ出力を用いる．次の二つの必要条件がある． 

 

 LED の光量は，『電圧』ではなく『電流』に比例するため，音信号に比例した電流を流す必要がある． 

 

 LED は片方向にしか電流が流れないので，音信号にオフセット電圧を加える必要がある． 

 

以上を満たす回路が図 8 である． 

 

http://okwave.jp/qa4105361.html
http://www.kikusui.co.jp/knowledgeplaza/powersupply1/powersupply1_j.html


 

図 8 電圧－電流－光変換回路 

 

表 1 部品リスト 

R1 10Ω 1W C1 10μF 程度 電解コンデンサ 

R2,R3 4.7kΩ C2,C3 0.1μF 積層セラミック 

R4 1kΩ可変抵抗 IC1 NJM4980 

R5 100Ω程度 T1 2SC1815 

R6,R7 10kΩ LED1 高輝度 LED OSHR5111A 

X1 オーディオジャック JP1 電源用端子 

 

回路作成上の注意 

 電源を二つ用い，±5V にセットする． 

 電源端子を立てる必要はない．ブレッドボードの電源端子を活用する（写真参照）． 

 コンデンサ C2，C3 は電源安定化のためオペアンプの電源端子付近に配置する． 

 ミニプラグ二つでオーディオ延長ケーブルを作成する．ミニジャックにも錫メッキ線（はんだごてツール

ボックス内にあり）を半田付けしてブレッドボードに接続できるようにする． 

 R5 はインピーダンス整合のための抵抗． PC からのオーディオ出力は，イヤフォンやヘッドフォンが接

続されることを前提に設計されており，最終段はコンデンサになっている（図 21 参照）．このためイヤ

フォンやヘッドフォンの抵抗(32Ω～1kΩ程度)を介してグランドに繋げる必要がある．  

 

オフセット調整回路について 

 左側のオペアンプ回路は反転増幅回路である．反転増幅回路については適当な本の解説を参照． 

この回路では R6=R7 だから増幅率は－１で，増幅自体にはあまり意味がない． 

 この回路の意義は R2,R3,R4 で分圧されて作られる基準電圧がオペアンプの V+に接続されていることで

ある．R4 は可変抵抗なので，調整することでオペアンプの V+の電圧を約±1V 変化させることができる．

これにより，元の信号の基準電圧をずらすことができる（オフセット調節）．  

 

電圧-電流変換回路について 

 右側のオペアンプ回路は電圧-電流変換回路である．トランジスタは出力を補強する役割． 



図 9 に示すように，出力電流 Iout はトランジスタ，LED，R1 を通過してグランドに流れる．このため

オペアンプの V－端子には Iout×R1 の電圧が生じる． 

ここで，オペアンプの仮想接地の原理により，V+ = V－であるから， 

Vin = V+ = V－ = Iout×R1 

よって 

Iout = Vin / R1 

これは出力電流が入力電圧に比例することを意味する．今回の例では R1=10Ωであるから，例えば Vin

に 1V が加わると LED には 1/10A=100mA が流れる．これは通常の LED としてはやや大きすぎる値． 

 LED は片方向にしか電流が流れないが，オフセット調節されているため音声信号を光に変換できる． 

 C1 は LED の駆動のためのコンデンサだが通常は不要．瞬時電流を取れない場合（電池など）は必要． 

 

 

図 9 電圧-電流変換回路． 

（左）LED のように一方向でよい場合．オペアンプとトランジスタ（または FET）を用いる． 

（右）モータのように，両方向の電流が必要な場合．1A 程度までならパワーオペアンプを用いると楽．トランジ

スタを二つ組み合わせる場合もある． 



 

図 10 電圧-電流-光変換回路（時々間違いあり，汚い．真似せず回路図から作る） 

 

課題4 はじめに挙げた二つの必要条件がどのように満たされているか考察する． 

 

課題5 ファンクションジェネレータから正弦波を入力し，R5 の入力信号，反転増幅回路の出力，電圧電流

変換回路の出力（R1 の電圧）を観察する． 

 

課題6 R4 を調節し，反転増幅回路の出力が変化する様子，それにより電圧電流変換回路の出力が変化する

様子を観察する．R4 の調整によって LED の光方はどのように変わるか，それはなぜで，どのような状

態にセットするのが望ましいか考える． 

 

課題7 オーディオ信号を入力し，R4 を調整する．場合によっては抵抗を交換し，増幅率を変化させる． 

 

3.4 PT で受け，パワーオペアンプで増幅して音にする．（二人のうち残りの１名） 

PT(フォトトランジスタ)で光を受信して増幅し，スピーカで音に変換する．次の 3 つの必要条件がある． 

 

 光にはオフセットが加わっているので，直流成分をカットして増幅する必要がある．これは環境光による

成分をカットすることにもなる． 

 

 スピーカー(8Ω～32Ω)を駆動しなければならない． 

 

 増幅率を変化させるボリュームが必要． 

 

以上を満たす回路が図 11 である． 

 



 

図 11 光－音変換回路 

 

表 2 部品リスト 

T2 フォトトランジスタ TPS615 R1 1k 

R8 1k R3 100k 可変抵抗 

C4 1μF JP2 スピーカ用端子 

R7 10k JP1 電源用端子 

R4 20k C1,C3 10μF 電解コンデンサ 

IC1 NJM4580 C2,C5 0.1μF 積層セラミック 

IC2 LM675 等のパワーオペアンプ   

 

回路作成上の注意 

 電源を二つ用い，±12V にセットする． 

 電源端子を立てる必要はない．ブレッドボードの電源端子を活用する． 

 スピーカ用端子を立てる必要もない．ミニクリップで接続する． 

 コンデンサ C2，C5 は電源安定化のため NJM4580 の電源端子付近に配置する． 

 電解コンデンサ C1，C3 は電源安定化のため LM675 の電源端子付近に配置する．極性に注意．0.1μF

の積層セラミックも必要かもしれない． 

 

光-電流-電圧変換 

 フォトトランジスタに発生した光電流は R8 を流れることでオームの法則によって電圧に変換される．R8

を変えることで増幅率も変化する． 

 

ボルテージ・フォロア 

 初段のオペアンプ回路(IC1A)はボルテージ・フォロアと呼ばれる．増幅率１倍の非反転増幅回路である．

電圧をそのまま伝え，前後の回路が干渉しあわないようにする役割をもち，センサ回路の初段に多用され

る． 

 

直流カット＋反転増幅 

 ２段目のオペアンプ回路(IC1B)は反転増幅回路であるが，C4 によって直流成分がカットされる．カット



周波数は C4 と R7 によって1/√2πCRで計算される．この場合は何 Hz となるか？ 

 

パワーオペアンプによるスピーカの駆動 

 3 段目のオペアンプ(IC2)はパワーオペアンプであり，スピーカを駆動して音を鳴らす．回路は非反転増

幅回路であり，可変抵抗を用いることで増幅率を可変としている．なおパワーオペアンプは大電流駆動が

可能だが周波数特性は良くないので信号処理には向かず，今回のように最終段で何かを駆動する場合に用

いられることが多い． 

 スピーカを駆動する必要から，電源安定化用コンデンサには容量の大きいものが必要となる． 

  LM675 は 10 倍以上の増幅率で使わないと安定しない仕様．このことからもわかるように，パワーオペ

アンプはパワーを出すために，オペアンプとしての性能は犠牲にされているので，あくまで最終段の出力

にのみ用いる 

 

図 12 光-音変換回路（時々間違いあり，汚い．真似せず回路図から作る） 

 

課題8 はじめに挙げた 3 つの必要条件がどのように満たされているか考察する． 

 

課題9 もう一人の作成した音→光変換回路にファンクションジェネレータから正弦波を入力して発光させ，

本回路で受光する．３段のオペアンプがそれぞれ所望の役割を果たしていることを確認する． 

 

課題10 ファンクションジェネレータの周波数を 1Hz, 2Hz, 4Hz, 8Hz, 16Hz, 32Hz, 64Hz, 128Hz, 256Hzと上

げていく．オシロスコープで出力電圧を観察し，振幅の変化を記録，Excel でプロットする．計算された

周波数付近で阻止されていることを確認する． 

 

課題11 オーディオ信号の伝送を行う．R3 を調節して音量の変化を見る．場合によっては R8 を交換する必

要があるかもしれない． 

 

課題12 ここまでの説明文中の赤字のキーワードを全て理解する． 

 



2,3 日目：信号を振幅変調し，復調する 

 

3.5 振幅変調とは 

振幅変調（AM：Amplitude Modulation）とは，AM ラジオに使われている変調方式のことです．まずはラジ

オの搬送周波数(500kHz～1600kHz 程度)に，音声信号(20Hz～20kHz)を「乗せる」トリックだと思ってくだ

さい．「変調」という言葉が聞きなれないかもしれませんが，実はすでにパルス幅変調（PWM：Pulse Width 

Modulation）で使っています．FM ラジオは周波数変調(FM：Frequency Modulation)です． 

 

振幅変調 

振幅変調では，元の信号にオフセットを加えて正にしたものに搬送波を掛け算します(図 13)． 

 

  

図 13 振幅変調の手順．元の信号にオフセットを加えて正にしたものに搬送波を掛け算する 

 

何が起きているかは数式で簡単に理解することができます． 

元の信号 S(t)が，f [Hz]の正弦波だったとします．例えば音声信号だったら，f は 20Hz から 20kHz です． 

搬送波 T(t)が，g[Hz]の正弦波だったとします．例えば AM ラジオでは，g は約 500kHz～1600kHz です． 

 

S t = sin 2πft  

T t = sin 2πgt  

 

S′ t = T t × (1 + S t ) 

= sin 2πgt × (1 + sin 2πft ) 

= sin 2πgt +
1

2
cos 2π g − f t −

1

2
cos 2π g + f t   

 

つまりもとの信号の周波数 f に対し，掛け算結果の信号には，g と g+f と g-f の周波数が含まれることになり

ます．これは例えば f が 100Hz の音声信号，g が 100kHz の搬送信号であれば，100kHz，100.1kHz，99.9kHz

となります．波形の様子を図 14 に，周波数の移動の様子を図 15 に示します． 

こうして 100Hz だった信号は 100kHz 近傍に移動し，例えば電波で飛ばせるようになります．上側信号と下

側信号は同じ情報ですし，搬送波の成分が強いので上側，あるいは下側だけを送信する方法もあります．が，

ここではそのまま送ると考えます． 



 

 

図 14 振幅変調．（上）原信号，（中）搬送信号，（下）乗算結果 

 

 

図 15 振幅変調による周波数の移動 

 

検波 

受信した信号から元信号を取り出すには検波を行います．AM 信号の検波にはいくつかの方法がありますが，

一番簡単な方法は（１）バンドバスフィルタで検出し，（２）正側だけを取り，（２）ローパスフィルタをか

ける，というものです．さらに直流成分をカットすれば音声信号になります． 

 

 

図 16 AM 信号の検波．バンドパスフィルタで検出された信号の正側だけを取り，ローパスフィルタをかける． 

 

バンドパスフィルタによる検出は，他の信号と分離するために必要です．例えば AM ラジオでは隣のラジオ

局との間が 9kHz ずつ離れていますが，バンドパスフィルタによって一つの局の信号だけを取り出すことが出

来ます（実際には AM ラジオの規格上混信することがあります）．これは一種のノイズのフィルタリングを行

っていると言えます． 

正側だけを取り，ローパスフィルタをかけると，信号の包絡線を検出することができます．この包絡線こそが，

元の信号そのものとなっています．AM 検波の本質的な部分は正側だけをとる部分なので，ダイオード等を使

った簡単なアナログ回路で実現できます（いわゆるゲルマニウムラジオ）．これがラジオ放送に AM が採用さ

れた理由です． 

 

課題13 （宿題）他の代表的な AM 復調の方法として同期検波（直交検波）があります．どのようなものか

調べてみましょう． 

 



3.6 振幅変調をどのように実現するか 

AM では受信側は簡単なのですが，送信側の回路が尐しやっかいです．というのは，「掛け算」をしなければ

ならないからです．基礎的なオペアンプ回路には加算や減算はあっても乗算はありません．対数回路でログを

取り，加算回路で加算した上で指数回路で元に戻す，というような考え方が本来は必要になります．乗算専用

の IC も売られています。 

 

ここではずっと簡単な方法を考えましょう．アイデアは， 

（１） 元の信号 

（２） 反転させた信号 

の二つを，搬送波の周波数で高速に切り替えることです．これはよく考えてみると結局，元の信号に搬送波の

周波数の矩形波を掛け算したことになりますから，正弦波を掛け算するのに近い操作になります(図 17)． 

 

図 17 元信号と反転信号の高速切り替えによる振幅変調の実現 

 

3.7 振幅変調回路（一人目） 

 

図 18 音信号の振幅変調回路 

 



表 3 部品リスト 

R1 20Ω IC1,IC2 NJM4980 

R2,R3,R11,R12 4.7kΩ T1 2SC1815 

R4,R13 1kΩ可変抵抗 LED1 高輝度 LED 

R5 100Ω程度 JP1 電源用端子 

R6,R7,R8,R9,R14,R15 10kΩ IC3 74HC4053 

X1 オーディオジャック IC4 LMC555 

C1 10μF 電解コンデンサ C4 0.01μF 積層セラミック 

C2,C3,C5,C6 0.1μF 積層セラミック R10 680Ω 

 

今回は高速スイッチングの部分を，LMC555 を用いた発振回路と 74HC4053 を用いたアナログマルチプレク

サで実現している．上記回路を簡略化することもでき，例えば反転信号を用意しなくても振幅変調は成立する．

今回は原理に忠実に作ってみる． 

 

回路作成上の注意 

 電源電圧は±5V にセットする． 

 C2～C6 の積層コンデンサはオペアンプ二つの電源付近に配置する．（オペアンプに供給する電源安定） 

 

振幅変調 

 １段目のオペアンプは信号にオフセットを加える役割． 

 ２段目のオペアンプは信号を反転させる役割 

 アナログマルチプレクサ 74HC4053 には，オフセットの加わった反転信号と非反転信号が加わる． 

 LMC555 はタイマーIC であり，今回の回路では C4 と R10 によって，デューティ比 50%で発振する．発

振周波数は最大 3MHz までであり，f = 1/(1.4CR)で与えられる． 

今回は C4=0.01μF，R10=680Ωだから，f=105kHz となる． 

（これを 500kHz 以上にすれば AM ラジオで聞くことができる．．．かも知れない．） 

 

LED 駆動 

 ３，４段目はすでに解説した LED 駆動のためのオフセット＋電圧電流変換回路． 

 



 

 

図 19 振幅変調回路 

 

課題14 LMC555 からの出力をオシロスコープで観察し，発振周波数を正確に計測する． 

 

課題15 元の波形，変調された波形をオシロスコープで観察し，確かに振幅変調されていることを確認する． 

 

課題16 LED に流れる電流（＝10Ωの抵抗に流れる電流）をオシロスコープで観察し，可変抵抗によってオ

フセット電圧を調整する．振幅変調された波が 0V～電源電圧の範囲内に収まっている必要がある． 

 



3.8 検波回路（二人目） 

検波はすでに図 16 で示した教科書どおりの方法で行う． 

 

図 20 検波回路 

 

表 4 部品リスト 

R8 470Ω R4 20kΩ 

R5,6 1.5kΩ IC1,IC3 NJM4980 

C4,6 0.001μF(=1000pF) 

積層セラミック 

IC2 LM675T 

R9,10 10kΩ D1,2 小信号用ダイオード 

R2 15kΩ C1,5 10μF 電解コンデンサ 

R7 10kΩ C2,3,9,10 0.1μF 積層セラミック 

R3 100kΩ可変抵抗 C8 470μF 電解コンデンサ 

R1 1kΩ   

 

回路作成上の注意 

 C2～C6 の積層コンデンサはオペアンプ二つの電源付近に配置する．（オペアンプに供給する電源安定） 

 

光-電圧変換 

 今回は PT に接続する抵抗を小さくすることで高周波特性を良くしている．使用する PT(TPS615)のカタ

ログによれば，100kHz 程度の信号を受信するためには 1kΩ以下が望ましい．ただし抵抗は大きいほう

が電流→電圧変換の係数は大きくなる． 

 PT で受けた信号を初段のオペアンプ回路（ボルテージフォロア）でインピーダンス変換． 



 

バンドパスフィルタ 

 続いて二つのオペアンプで構成されたバンドパスフィルタによって，100kHz 近傍の信号のみ抽出．バン

ドパスフィルタについてはトランジスタ技術特集を参照． 

 100kHz の搬送周波数に対して，音声信号は本来は±20kHz に広がっているうが，大部分は±5kHz 程度

と考えられるので，バンドパスフィルタの Q 値は 10 に設定．（Q 値は中心周波数に対する周波数幅の比

率のこと．大きいほど「するどい」バンドパスフィルタであることを示す） 

 バンドパスフィルタの Q 値は R2=Q・R5 で与えられる．よって Q=10． 

 バンドパスフィルタの中心周波数は R5=R6=1/(2πf・C6)で与えられる．よって f=106kHz 

 

AM 検波 

 さらに半波整流回路（理想ダイオード回路）によって整流する． 

 

スピーカ駆動 

 最後にパワーオペアンプでスピーカを駆動する．オフセットが取り除かれていないのでスピーカに直列に

大容量の電解コンデンサを接続し，スピーカに直流が流れるのを防止する．極性に注意．このコンデンサ

とスピーカの抵抗でハイパスフィルタが構成される(図 21)ので，コンデンサは大きいほど低音まで出る．

R=8Ω，C=470μF の場合，低域阻止周波数は 1/(2πRC)=42Hz． 

 今回は搬送周波数をカットするためのローパスフィルタを設けていないが，スピーカは 100kHz で駆動さ

れないため特に問題はない．パワーアンプに悪影響が出ている可能性はあり，ローパスフィルタを設ける

べきかもしれない． 

 

図 21 コンデンサによる直流阻止（スピーカの抵抗によって初めてハイパスフィルタが完成） 

 

 



 

図 22 AM 検波回路 

 

課題17 オシロスコープでボルテージフォロア，バンドパス，半波整流の波形を調べ，各モジュールで予想

通りの変換がなされていることを確認する． 

 

課題18 （宿題）バンドパスフィルタ，理想ダイオード回路について調べる 

 

  



4 4,5 日目：なるべく遠くへ，美しく音を伝える 

 

課題19 (自主課題)なるべく遠くへ，美しく音を伝える．ただし LED は一個だけ使う． 

 

ヒント 

 音を大きくするには？  

1. 送信側のゲインを上げる？ 

2. 受信側のゲインを上げる？ 

3. そのほか考えられることは？ 

 

 ノイズを減らすには？ 

1. 受信側のバンドパスフィルタの周波数と送信側の搬送周波数を厳密に合わせるには？（可変抵抗を使った

搬送周波数の微調整） 

2. アナログ回路のノイズを減らす方法を調べる． 

3. 搬送周波数は本当に 100kHz で良いのか？ 

 

 光の伝達を効率化するためには？ 

1. LED からの光を平行光にするには？ 

2. 受光側を工夫することはできないか？ 

 

 音質を良くするには？  

1. 音割れを防ぐには？ひずみを無くすには？ 

2. 出せる周波数領域を広げるには？オーディオの「高音質」とはなんだったか． 

 

 他の方法は？ 

 

 


