
続・猫でもつくれるローノイズアンプ
2017/FEB/1 小川一朗（おじさん工房）

Sharing #76 で 1nV/√Hz のローノイズアンプをつくったという記事を書きました。 その後 Sharing #86で浜田さんが
0.65nV/√Hz のローノイズアンプの記事を書かれたのに触発され、今回さらなるローノイズへの挑戦をしてみました。

今回のノイズレベルターゲットは切りのよい 0.5nV/√Hz にしました（実際には 0.35nV/√Hzが実現できました）。
使う部品は、前回は秋葉で入手可能なものでしたが、今回は Digikey や Mouser で入手可能なものとゆるめました（と
いってもすべて手持ち部品でまかない、新規購入は基板だけです）。

まずは回路構成の検討です。

前回の記事では初段は FET の差動回路になっていました。 差動にすることで負帰還が正確にかけられ、PSRR が大き
いというメリットがありますが、同じノイズ性能をだすのに必要な FET の数がシングルアンプに比べ 4 倍になるとい
うデメリットもあります。 使うFET の数が 4 倍になると基板面積も大きくなりますし、入力容量も 2 倍になってしま
います。

今回のターゲットである 0.5nV/√Hz を実現するには初段の FET での雑音を極力抑える必要があり、かなりの個数のパ
ラ接続が必要と思われ、シングルアンプにすることにしました。 シングルアンプだと歪が悪くなりそうですが雑音測
定用なので割り切ります。

シングルアンプでの一番大きな問題は PSRR です。 シングルアンプでは PSRR = 0dB で電源ノイズがそのままドレイ
ン出力にでてきます。 入力換算で 0.1nV/√Hz 程度に抑えたいので 1nV/√Hz 以下の電源ノイズにしないといけないの
ですが、低域（1kHz 以下）ではここまで電源ノイズを落とすことができません。
そこで、次段のオペアンプの IN+ に電源ノイズを注入し、オペアンプで IN-と IN+ の電源ノイズをキャンセルするよう
にしました。 C16 を電源側につないでいるのがこれで、下図のように低域で 5dB 程度ノイズが減らせました（バラッ
ク実験ではもっと効果がありましたが、試作基板では電源を強化したので効果が減ったようです）。

電源ハム成分や2kHzとその高調波は電源由来ではなく外から飛び込んできているようで、C16 のつなぎ方で変化しませ
んでした。 バラック実験では電源ハムも減ったのですが試作基板では電源ハム成分は十分抑圧されているようです。
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バラック実験では FET 4パラで 0.5nV をクリアできそうでしたが、余裕をもって 8 パラまで使えるようにした試作基板
をつくりました（後述しますが最終的に 8 パラで使うことにしました）。

基板の左側、半分以上が電源回路です。

正電源 +6.5V は、+5V 入力から LM2662 チャージポンプ電圧ダブラー、3端子レギュレーター、リップルフィルターで
つくっています。 負電源 -4V は、TCM828 のチャージポンプのあとリップルフィルターを通して作っています。

正電源 +6.5V のノイズを測定してみると、LM2662 の出力では小さいのですが、そのあとの3端子レギュレーターで大き
く（100nVぐらい）なり、最終的にリップルフィルタで 1nV ぐらいまで（1kHz以上では）落ちています。 前述のよう
に1kHz 以下の低域の電源のノイズはキャンセルされますが、それでもノイズは少ないほうが良いです。 3端子レギュ
レーターはやはりノイズ源なので LM2662 の出力に簡単なレギュレータを通す方が良いように思います。
電源回路はまだまだ改良の余地ありです。

基板の右側がアンプ回路です。

初段の FET は gm が 45mS と大きい BF862(NXP)を使いました。 gm が大きいわりに Ciss が 10pF と小さい（ft が高
い）ので今回の用途には最適です。 Digikey で 56.4 円（10ヶ時）と安価です。 BF862は SOT23 ですが、リードだ
と 2SK715（三洋、今は OnSemi）がほぼ同じ特性で使えます。 今回シングルアンプに DC サーボを付けた構成にし
ましたので FET の選別が不要となり、SOT23 の BF862 を採用することができました。 あと 2SK932 も使えそうです。

次段のオペアンプには ADA4898-1 を使いました。 LME49990 や AD797 も使えますが ADA4898-1 が一番特性が素直
でした。 ローノイズで有名な LT1028 は手元になかったのと、仕様書上 6nV/√Hz@400kHz にピークをもつ雑音特性
だったので実験していません（どういう特性になるか興味はあったのですが高価なのでわざわざ購入するのは躊躇われ
ました）。

DCサーボとバッファ用のオペアンプは LM4562 です。 NJM4580 のアップグレード品という感じで、まず NJM4580 
で試してみて性能的にもの足りないときによく使っています。 秋月で@250 です（NJM4580 @25 の 10 倍も性能は
よくないですけど）。



0.35nV/√Hzだと 7.4Ω の抵抗熱雑音相当なので、上図のように 10Ωの熱雑音も観測できます。

ただ、ほとんどの回路や部品の雑音は数 nV/√Hz以上なので前回作った 1nV/√Hz程度のローノイズアンプで十分で、
0.35nV/√Hzの性能が必要なことはまずありません。

、、、また、いらないものをつくってしまった．．．
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出来上がった基板を評価したところ、入力換算雑音は BF862 4 パラで 0.45nV/√Hz、 8パラで 0.35nV/√Hz、12 パ
ラで 0.32nV/√Hzといずれもターゲットの 0.5nV/√Hzを満足できました。

気になる入力容量は BF862 4 パラで 20pF、 8パラで 30pFでした。
8パラでも入力容量は 30pFと小さかったので 8 パラで使うことにし、0.35nV/√Hzのアンプになりました。

早速いろいろな抵抗をつないだ時のノイズを測定してみました。

【余白があるので余談＋グチ】

今回のローノイズアンプは 7.4Ω の抵抗熱雑音相当ということからわかるように、いたるところがノイズ源になります。
負帰還の１Ω（これ以下にするのはちょっとつらい）、ゲート発振止めの FB の DCR （DCR=0.5Ω品から0.07Ω品に変
更した）、カスコードに使う Tr（電圧ノイズの小さいものに変更した）などが 0.01nV オーダーで効いてきます。

ところで、どうして Tr メーカーはノイズを NF で表すんでしょうか。 基準が変わるのでいちいち換算が必要で分かり
にくいったらありゃしないです。 しかもグラフから読み取った値から換算すると不連続だったり逆転していたりして
なんか変だし。


