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I 企業概要                
 

社名  株式会社サヤ 
設立  2000 年 2 月 18 日 
住所  〒273-0035 千葉県船橋市本中山 4 丁目 1 番 2-206 号 
資本金  4600 万円 
TEL  047-335-0644 
FAX  047-336-6109 
代表  横田 昭寛 
取引銀行 千葉銀行 
ホームページ http://www.saya-net.com/ 

http://saya-audio.com/ 
 
弊社は、アナログ・デジタル・ソフトウェア・機構設計の全範囲をカバーする技術を有していま

す。これらは独立したエンジニア、いわゆるアナログ屋とか、デジタル屋によって実現するので

はなく、1 人のエンジニアがこれらの全範囲をカバーすることを要求しているのです。こうした

統合技術力は、アナログ・デジタルのミックスド製品の開発力を向上させるとともに、システム

の最適化、効率的な開発、低コスト化に大きく寄与します。 大きなプロジェクトの場合でも、こ

のような用件を満たしたエンジニアをトップとすることで、同様の効果を得るようにしています。 
 

I 自社ブランドソリューション       
 

サヤの、自社ブランド商品です。全て自社企画・自社開発です。 
 

Multifunction-I/O  
データ収集ボード、I/O ボード、A/D ボード、D/A ボード、DIO ボー

ドなど呼び方は様々ですが、弊社では多くの機能を全て集積してい

ることから MultifunctionI/O ボードと呼んでいます。これらは計測・

制御用のアナログ信号やデジタル信号をコンピュータで扱えるよ

うにする（入出力する）拡張モジュールで、PCI/PCI-Express バス、

Ethernet、USB などに接続して、付属のドライバをインストールして

使用します。コンピュータにセンサ信号やパルス信号を取り込んだ

り、モータ、光学機器、アクチェーターなどを制御するための手足

となります。アナログ入力であれば電圧がそのまま読める仕組みで、

用途は特定していません。ユーザが用途を定義してソフトウェアや

外部機器を製作できるようにするためです。 
 

PURE SPEED™ 
サヤのオーディオブランドです。弊社の回路技術の粋を投入して

設計された、ppm オーダーの伝送精度は、世界最高峰です。近年

は、コンピュータによる音楽再生、さらにコンピュータで映像や

サラウンドを加えてのホームシアターが潮流になっていますが、

PURE SPEED 製品郡は USB やマルチチャンネルへの対応に取り組

んでおり、PC オーディオ、AV の融合を考慮した仕様になってい

ます。 
 

X Ⅱ 
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Security 
低コストで、簡単にソフトウェアの不正コピーを防止する

EasyGuard は、既存の USB メモリをソフトウェアの起動キーに変貌

させます。またファイルを暗号化し、ハードディスクから元ファイ

ル（平文）の痕跡までも抹消する CryptSoftware もラインナップし

ています。 
 

PS-UNIT 
PURE SPEED™ブランドのオーディオ製品用に開発された、オペアンプモジュ

ールの単体販売ソリュ－ションです。IC を使わず、高性能の厳選されたトラ

ンジスタを組み合わせて設計しています。IC では実現できないような低歪、

低雑音、高速、広帯域、高耐圧、高出力の製品をラインナップしています。 
 

I 受託開発 OEM ソリューション       
 

サヤはトランジスタレベルのアナログ回路設計からソフトウェア設計までカバーする、広く、そ

して深い技術力を有しています。ゼロベースの開発、自社商品のカスタマイズ、開発協力、IP（知

的財産）の販売、技術協力やコンサルタントなど様々な形態でお客様のご要望に対応致します。 
 

保有技術 
◇ FPGA/LSI 設計（アナログ・デジタルミックスドも可） 
◇ 回路設計（アナログ・デジタルミックスドも可） 
◇ プリント基板設計（アナログ・デジタルミックスドも可） 
◇ デバイスドライバ設計（Windows） 
◇ マイコンファームウェア設計（Renesas、ARM、MicroChip など） 
◇ ソフトウェア設計 
◇ PC 拡張バス（PCIExpress /PCI /ISA /PC104 /CompactPCI /USB /Ethernet /RS232-485 ） 
◇ 画像・音声処理・計測（センシング）・制御アプリケーション・デジタル信号処理 
◇ 機構設計・WEB デザイン・カタログデザイン 
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応用分野（実績ベース） 
発電所、医療、航空、鉄道、防衛、産業機器、研究機関、畜産、生産管理、気象、 
土木、アミューズメント、大学、試験所など 
 

実績（一例） 
アーケードゲーム用に PCI バス絶縁 DIO ボ－ド・ドライバを開発(ATLUS) 
キオスク端末向け PCI バス絶縁 DIO カード・ドライバを開発 
データロガー用 PCI-USB ブリッジ IP コア・ドライバを開発(Keyence) 
トンネル検査用データ収集ボード・ドライバを開発(サイバネテック) 
製造検査装置用 CompactPCI リレーIO ボード・ドライバを開発(TOTO) 
マーク装置用・PCI バス高速 DA/DO ボード・ドライバを開発(凸版) 
垂直ミサイル(VLS/VLA)制御用 CompactPCI/PCI ボードを開発(三菱の下請け・イージス艦) 
モータ制御用ボードに MultifunctionI/O を改造 
船舶用光学系制御用ボードに MultifunctionI/O を改造 
超音波制御機器に MultifunctionI/O を改造 
デジタルレントゲン装置用 PCI バスデータ収集ボード・ドライバ・ソフトウェアを開発(吉田) 
鉄道車両向け CompactPCI バス I/O ボード・ドライバを開発(日立) 
天体電波観測用システムに MultifunctionI/O を活用(高知工科大学) 
電力会社向け・状態監視システムに MultifunctionI/O を活用(中部電力) 
トンネル掘削現場向け・状態監視システムに MultifunctionI/O を活用 
薬剤調合反応の自動化装置に MultifunctionI/O を活用(慈恵医大向け) 
多点心電計用に PCI バス A/D ボード・ドライバを開発 
プリンタノズル診断装置に MultifunctionI/O を活用(CANON) 
レントゲン画像診断ソフトウェア 
顕微鏡画像診断ソフトウェア 
港湾向け・風向風速監視システムに MultifunctionI/O を活用 
3 次元超音波探傷・形状認識装置に MultifunctionI/O を活用(東北発電工業（東北電力）向け) 
超音波探傷・周波数解析装置に MultifunctionI/O を活用(東北発電工業（東北電力）向け) 
プリンタ試験装置用の多点アナログアンプ装置を開発(CANON) 
騒音/振動計測器、センサアンプ、専用ソフトウェアを開発 
鉄道騒音解析装置 
発電機電力・力率監視装置に MultifunctionI/O を活用 
インフラサウンド計測装置に MultifunctionI/O を活用(高知工科大学) 
暗号装置応用製品 
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I 製品ラインナップ（一部）        
 

Multifunction-I/O  
これまで弊社は、MultifunctionI/O-S シリーズ、MultifunctionI/O-X シリーズを販売してきましたが、

最新版は MultifunctionI/O-XⅡシリーズになります。旧シリーズも販売は継続していますが、新規

導入の場合には MultifunctionI/O-XⅡシリーズのご利用を推奨します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共通の特徴 
■ WindowsXP / WindowsVista(32/64BIT) / Windows7(32/64BIT)ドライバ付属。 
■ 豊富な機能を簡単に使いこなせる ADIOX™2-API ライブラリを装備。 
■ ライブラリの活用方法を解説したサンプルソースコード（VC++,VB,VC#）を付属。 
■ データ収集/ 波形表示 /FFT ソフトウェア（CONSOLE）付属。 
■ AD(Analog-Input),DA(Analog-Out)put,DI(Digital-Input),DO(Digital-Output)の複合 I/O を装備。 
■ 32Bit 多機能エンコーダー/パルスカウンタ,位相設定可能な 12BitPWM を装備。 
■ 連続して高速の入出力をサポートするリングバッファを経由したデータ収集が可能。 
■ AD(Analog-Input),DA(Analog-Out)put,DI(Digital-Input),DO(Digital-Output)を同期運転可能。 
■ リングバッファによるデータ収集の開始・停止を自動的に判断するトリガエンジンを搭載。 
■ デジタル入力のチャタリング除去,デジタル入出力のストローブラッチを搭載。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

X Ⅱ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

MultifunctionI/O-S シリーズ 
2001 年～ PCI/CompactPCI/USB に対応 

MultifunctionI/O-X シリーズ 
2004 年～ PCI/Ethernet に対応 
 

 

 

ConsoleⅡ（無償、データ収集、波形表示、FFT、出力波形生成） 

IO-ConsoleⅢ（有償、データ収集、波形表示、FFT、WEB カメラ統合） 

MultifunctionI/O-XⅡシリーズ 
2008 年～ PCI-Express/PCI/Ethernet に対応 
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ADXⅡ-52B-2K-Ethernet  
（トランスフォーマブル・リモート I/O シリーズ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADXⅡ-85-1M-PCIEX / PCI  
 
 
 
 
 

 
 
 

ADXⅡ-14-125M-PCIEX  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADXⅡ-42B-2K-Ethernet  

 
 
 
 

 
 

                                                       
■ Ethernet リモート IO 
■ 16Bit8chAD,2chDA,16chDI,16chDO,Counter4ch 
■ 4ch 周波数カウンタ,16chPWM,16chDI 割り込み  
■ FIR フィルタ 
■ 入力 ch 毎にセンサ種別やレンジ（入力レベル）を 

設定できるプログラマブル信号調節機能を内蔵 
■ 複数の ADXⅡ42B-2K-Ethernet でグループを構成、 

生存している機器のみで動的にグループを 
再構築するサバイバル能力 

■ 多地点データロガーソフトウェア（MultiLogger）付属 
■ ケースの有無、電源 DC5/DC12/DC24/AC100 ラインナップ 
■ 薄膜抵抗による高い DC 精度 

 

   

                                                       
■ Ethernet リモート IO 
■ 16Bit16chAD, 4chDA, 16chDI, 16chDO, Counter4ch 
■ モジュールを組み合わせて、目的のデータ収集システム、 

制御装置を簡単にパッケージ 
■ 信号変換器、センサアンプ、接点、ガス検知器、 

水質検知器など 22 種類の I/O モジュール 
■ ワイドレンジ AC/DC 電源のほかバッテリにも対応  
■ 4ch 周波数カウンタ,16chPWM,16chDI 割り込み 
■ 薄膜抵抗による高い DC 精度 
 

                                                       
■ PCI / PCI-ExpressX4 拡張 IO ボード 
■ 16Bit16chAD, 5chDA, 32chDI, 32chDO, Counter4ch 
■ 真の 16Bit に迫る精度と、1MHz の高速サンプリングを両立 
■ 4ch 周波数カウンタ,16chPWM,16chDI 割り込み。 
■ 自動ゲイン・ゼロ校正 
■ 可変入出力レンジ,FIR フィルタ 
■ 金属箔精密抵抗/薄膜抵抗による高い DC 精度 
■ インスツルメンテーションアンプによる差動入力モード 
■ ループバック接続、クロック出力 
 

                                                       
■ PCI / PCI-ExpressX4 拡張 IO ボード 
■ 14Bit2chAD,2chDA,6chDI,4chDO,Counter1ch 
■ 14Bit 独立 A/D+大容量リングバッファによる 

125MHz の同時サンプリングを実現。 
■ 1ch 周波数カウンタ,4chPWM,4chDI 割り込み。 
■ オーバサンプリング FIR フィルタ 
■ 金属箔精密抵抗による高い DC 精度 
■ 入力抵抗切り替え 
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ADXⅡ-42FE-250K-Ethernet  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADXⅡ-42B-WiFi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXⅡ-64-1M-PCI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

汎用 FA 機器  
VT3-440-220  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       
■ Ethernet 高速リモート IO 
■ 最大 250KHz、連続約 90KHz でサンプリング可能 
■ 16Bit8chAD,2chDA,16chDI,16chDO,Counter4ch 
■ 4ch 周波数カウンタ,16chPWM,16chDI 割り込み  
■ FIR フィルタ 
■ 入力 ch 毎にセンサ種別やレンジ（入力レベル）を 

設定できるプログラマブル信号調節機能を内蔵 
■ 複数の ADXⅡ42FE-250K-Ethernet でグループを構成、 

生存している機器のみで動的にグループを 
再構築するサバイバル能力 

■ 多地点データロガーソフトウェア（MultiLogger）付属 
■ 薄膜抵抗による高い DC 精度 

 

   

                                                       
■ PCI 拡張 IO ボード 
■ 32chDI, 32chDO, Counter4ch 
■ 1MHz の高速サンプリングを両立 
■ 4ch 周波数カウンタ,16chPWM,16chDI 割り込み。 
■ フォトカプラ絶縁入出力 

 

                                                       
■ 3 相 440V／220V 停電（減電圧）検出器 
■ 減電圧と復帰電圧を独立して調整可能 
■ フォト MOS リレー出力 
■ 85V-240V/47Hz-440Hz のワイドレンジ CVCF 電源 
■ デジタルパネルメータで簡単な調整 
■ プログラマブルディレイ内蔵 

 

                                                       
■ WiFi リモート IO 
■ 連続約 1.2KHz でサンプリング可能 
■ 16Bit8chAD,2chDA,16chDI,16chDO,Counter4ch 
■ 4ch 周波数カウンタ,16chPWM,16chDI 割り込み  
■ FIR フィルタ 
■ 入力 ch 毎にセンサ種別やレンジ（入力レベル）を 

設定できるプログラマブル信号調節機能を内蔵 
■ データロガーソフトウェア（MultiLogger）付属 
■ 薄膜抵抗による高い DC 精度 
■ 急速充電器およびバッテリー搭載 
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PURE-SPEED™ 
 

UIA5200  
192KHz 対応 USB-DAC 搭載 
Class-AB 45W+45W 
ステレオプリメインアンプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIA5000/UIA5500 
192KHz 対応 USB-DAC 搭載 
Class-AB 56W+56W ステレオプリメインアンプ 

 

 
 
SC1000  
マルチチャンネルコントロールアンプ 

 
 
 

SP2000  
Class-A 105W+105W 
ツインモノーラルパワーアンプ 

 

                           
■ DAC～パワーの総歪 6.5ppm(UIA5000/20Hz-20KHz/1W)  

or 3ppm(UIA5500/20Hz-20KHz/1W)を達成 
■ PS-UNIT5[UIA5000※ 1]/PS-UNIT6[UIA5500※ 2]を全経路に採用 
■ USB,光 2,同軸 2,Line4,Balance,MC,MM と豊富な入力 
■ 192KHz/24Bit 対応のパラレル DAC(AD1955) 搭載 
■ Class-AB で低消費電力＆低歪を実現する MFB テクノロジ 
■ アンプリンクにより最大 10ch のマルチチャンネル対応 
■ Tone、4Step-Loudness、DamplingFactorSelector、MonoSW 
■ 5Step-AutoDimmer、PureDirect、PowerAmplifierDisable 
■ 11 系統安定化電源＋54 系統電源フィルタを配置 
※ 1 電流帰還トポロジの電圧帰還・上下対称・広帯域ハイゲインアンプ 
※ 2  インバテッドフォールテッドカスコード・上下対称全段カスコード 

・広帯域ハイゲインアンプ 
 

                          
■ 総歪 0.6ppm(20Hz-20KHz/1W)、雑音レベル 2.2μV を達成 
■ PS-UNIT1（※）を全経路に採用 
■ 2ch、4ch、6ch、8ch の 4 モデル 
■ Tone、7Step-Loudness、5Step-AutoDimmer、DownMix 
■ デバイス単位の電源レギュレータを配置 
※  インバテッドフォールテッドカスコード・上下対称全段カスコード 

・広帯域ハイゲインアンプ 

                           
■ 総歪 3ppm(20Hz-20KHz/20W)を達成した純 A 級アンプ 
■ PS-UNIT1（※）を全経路に採用 
■ 5 パラレル MOSFET+カスコードブートストラップ出力段 
■ アイドル電流安定化機構と、温度感応式冷却システム 
■ 640VA/193,800Uf の 2 段π型電源 
■ チャンネルデバイダ内蔵 
※  インバテッドフォールテッドカスコード・上下対称全段カスコード 

・広帯域ハイゲインアンプ 

                           
■ DAC～パワーの総歪 6ppm(20Hz-20KHz/1W)  
■ 電流帰還・上下対称・高速広帯域アンプを全経路に採用 
■ 全段バランス伝送＋インスツルメンテーションパワー 
■ プリアンプレスデザイン(DAC+電子ボリューム＋パワー) 
■ USB1,光 2,同軸 1,Line1 のデジタル重視・豊富な入力 
■ 192KHz/24Bit 対応のパラレル DAC(AD1955) 搭載 
■ アンプリンクにより最大 10ch のマルチチャンネル対応 
■ 11 系統安定化電源＋24 系統電源フィルタ 
■ Class-AB MOS-FET 多重帰還パワーとスイッチモード電源で 

無信号時消費電力 28W、310X225XH72 の小型化を実現。 
■ S/N112.5dB 
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DSU6000  
マルチチャンネル 
PCI バス・サウンドカード 

 
 
DSA192UT  

192KHz/24bit 
 USB/Optical-DAC 
＋ヘッドホンアンプ 

 
 
 
SP192DT  

Class-D 45W+45W 
ステレオプリメインアンプ 

 
 
 
AX3-SPDIF  
マイクアンプ内蔵 
192KHz 対応 ADC 

 

                               
■ サラウンド音声をマルチチャンネルリニア PCM に変換し 

マルチチャンネル光デジタル出力する MLD を搭載 
■ パススルー出力、光デジタル入力、7.1CH アナログ出力 
■ ハイビット・ハイサンプリング(192KHz/24Bit) 対応 
■ DAC バックエンドの全系統を電流帰還・上下対称アンプ化 
  （フロントチャンネルのみ） 
■ アナログレスモデル DSU6000D もラインナップ 

UIA5200/UIA5000/UIA5500 のようなデジタル入力アンプに 適 

 

                               
■ USB2.0/3.0 および光デジタル対応の DAC+ヘッドホンアンプ 
■ 192KHz/96KHz のハイレゾ、24Bit のハイビット対応 
■ ラインアウトがあるので USB-DAC として使用可能 
■ DAC～ヘッドホンアンプの全経路を全段直結・電流帰還・ 

上下対称コンプリメンタリプッシュプルアンプ化 
■ 内部 DD コンで電源再生成、デジタル部独立正負 2 電源 
■ 歪み率 0.00017%（1KHz-3dB）／SN/比 112.5dB の高性能 
■ 内部のワイヤリングゼロ！ 
■ 手のひらサイズ W111.2×H32.5×D120mm 
 

                               
■ DSA192UT とペアデザイン（幅・奥行きが同じ） 
■ 無信号時消費電力 2.4W 
■ 正負 2 電源、バランス型パワーアンプ、4 次出力フィルタ 

など本格的な設計で Class-D トップクラスの性能 
■ 0.015%/1W/1KHz、0.02%/1W/6KHz 
■ シールドケース入りスイッチング電源に、6 次フィルタ 

を組み合わせて電源ノイズを低減。 
■ 手のひらサイズ W111.2×H43.6×D120mm 
 

                               
■ アナログ入力を、光デジタル出力に変換 
■ XLR マイク X2、BNC ライン、ミニジャックの 3 系統の入力 
■ DC 伝送機能、高い直流精度、左右独立の入力切替により、 

計測、実音付騒音測定、騒音振動レコーダー、生録など 
様々な応用が可能 

■ 48KHz～192KHz/24Bit・完全差動 A/D コンバーター 
■ インスツルメンテーション・ファントム電源内蔵ステレオ 

マイクアンプ（XLR キャノンプラグ） 
■ AC アダプタとバッテリ動作の 2 電源 
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PS-UNIT（超高性能モジュールアンプ） 
 
PS-UNIT1  
レギュレータ内蔵 
オペアンプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS-UNIT2  
無帰還バッファアンプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS-UNIT6  
デュアルオペアンプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
■ 低歪・高速広帯域・低雑音・低入力バイアス電流 
■ 全段上下対称コンプリメンタリプッシュプル 
■ 全段カスコードブートストラップ 
■ FET2 パラレル差動入力・インバーテッドダーリントン・ 

フォールデッドカスコード 1 段増幅回路  
■ FET-BJT 異種デバイスダーリントン出力段 
■ 全定電流回路にカスコード接続 
■ 差動カスコード・ウィルソンカレントミラーレギュレーター 
■ 外付けの位相補償回路、出力段バイアス回路 
■ DC-Gain139dB・GBW150MHz～・SRW=65V/us～の運用が可能  
■ ±55V～±11.5V までの広い電源電圧範囲、高出力電流 
■ PURE SPEED SC1000、SP2000 の主要増幅回路に採用 
 

                               
■ 低歪・高速広帯域・低雑音 
■ 異極性ダーリントン・カスコードブートストラップ接続・ 

コンプリメンタリプッシュプル・無帰還バッファー 
■ 無帰還ながら 8Ωの低い出力インピーダンスを実現 
■ 無帰還ながら 1KHz0.5ppm,20KHz1.7ppm(1-7Vrms)以下の低歪 
■ 周波数特性(-3dB)DC～6.58MHz 
■ スルーレート 294V/us  
■ ±50V～±10V までの広い電源電圧範囲  
■ PURE SPEED SP2000 のチャンネルデバイダ部分の 

アクティブフィルタ用アンプに採用 
 

                               
■ 低歪・高速広帯域・低雑音・低入力バイアス電流 
■ 全段上下対称コンプリメンタリプッシュプル 
■ 全段カスコードブートストラップ 
■ BJT ダーリントン差動入力・インバーテッドダーリントン・ 

フォールデッドカスコード 1 段増幅回路  
■ BJT インバーテッド・デバイスダーリントン出力段 
■ アンプ単位のリップルフィルタ 
■ 位相補償を再実装可能 
■ DC-Gain142dB・GBW129MHz～・SRW=35V/us～の運用が可能  
■ ±24V～±5V までの広い電源電圧範囲、高出力電流 
■ デュアルタイプ垂直実装により省スペース 
■ PURE SPEED UIA5500 の主要増幅回路に採用 
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PS-UNIT3  超高速(30V/64ns or 20Vsin/7MHz)・電流帰還オペアンプ 
PS-UNIT4 超高速(30V/64ns or 20Vsin/7MHz)・電圧帰還オペアンプ 
PS-UNIT5 電流帰還トポロジ・電圧帰還型・高速・広帯域・低歪デュアルオペアンプ 

PS-UNIT7 超高電圧(±200V)・高速広帯域・オペアンプ 
 

Security 
EasyGuard Key EG202 
  
 
 
 
 
 
 
Crypto Software - CS101 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
■ ソフトウェアの不正使用を防止するガードキー 
■ USB メモリをガードキーに変換することで低価格を実現 
■ ロイヤリティーフリー＆簡単実装 
■ 1 ガードキーで 16 のマルチライセンスに対応 
■ マルチガードキーに対応 
  

 

 

                             
■ ファイル及びフォルダ暗号圧縮システム 
■ 暗号化後、元ファイル（平文）の痕跡を残しません 
■ 暗号ファイルの復元期限・回数を設定可能 
■ パスワードミステイク制限回数を設定可能 
■ 暗号鍵を大量生成するエントロピー制御により、 

暗号アルゴリズムに依存せず強度を大幅にアップ 
■ 既存・独自の暗号アルゴリズムを 7 種類組み合わせ。 
■ USB を鍵に使うパスワードに依存しないセキュリティ 
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