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1.大型アンプを凌駕する小型高性能アンプ
1. アンプの巨大化で得るものは殆どない
ClassD の衝撃
弊社の SP192DT（現在は廃盤）は ClassD アンプで、手のひらにのるサイズで 45W+45W のパワーが出て
ます。さすがに ClassA や ClassAB のアンプと比較すれば測定データは見劣りしますが、音質はなかなか
で、大型スピーカーを余裕で鳴らします。こんなアンプと出会った人はこう思うでしょう。

「今までの巨大アンプは、一体なんだったのか」
巨大電源＆巨大放熱器・・・高性能アンプに不可欠と信じられた 2 つの要素
巨大電源は、リップルノイズを軽減すると同時に、電流供給能力を高め、連続的な最大出力能力を高め
ます。またパワートランジスタの歪を軽減するには、アイドル電流を増大させ A 級動作範囲を拡大、パ
ラレル接続で Gm（相互コンダクタンス＝電流ゲイン）を高めることが定番で、これを実現するには、
巨大放熱器が不可欠です。結果、高性能アンプは巨大で、中には 50Kg を超える巨大なものもあります。

オーディオのピークパワーは 1W～10W、平均は 0.1W～3.3W
電源トランス 1KVA、平滑コンデンサ 100,000uF、1000W/1Ω出力できるパワー段・・・さぞパワーア
ンプにかかる負担は途方もないように思われがちです。ところが、ホームオーディオで音楽を聴いてい
るときのピークパワーは 1W～10W 程度、平均パワーは 0.1W～3.3W 程度にすぎません。さらにスピー
カーのインピーダンスは低域ほど上昇するため、f0(共振周波数)付近の低音再生に必要なパワーはとて
も小さくなります。
（f0 付近のインピーダンスは普通 100Ω前後で、8Ωに比べ 1/12 のパワーで同一音
量が出る）このようにパワーアンプにかかる負担はとても軽く、ホームオーディオで 1000W/1Ωを前
提に設計されたアンプの実力を使い切る事は半永久的にありえません。巨大アンプは、無駄と現実乖離
の産物なのです。
出力段 Pd100W×10 パラ＝1000W
電源トランス
1,000VA

平滑コンデンサ
100,000μF

ピークパワー1W～10W
平均パワー0.1W～3.3W

無駄?

クレストファクタ
ピークパワーと平均パワーの比率をクレストファクタと呼びます。音楽信号や音声は 3～10 の範囲内
で、ピークは一瞬で、あとは微弱な信号が続くことを意味します。このことは大変重要です。何故なら
電源や放熱器には積分作用があり、ピークパワーではなく、平均パワーによる設計が可能だからです。

（※レベルメーターは、ピークに対して、緩やかな立下り時定数(250msec～1sec)を持っており、平均パ
ワーがクレストファクタ分(3～10 倍)過剰に表示されます）

アイドル電流を増大すると S/N 比が悪化する
電源のリップル電圧（電源ノイズ）は、消費電流が大きいほど増大します。下図はその様子で、赤線は
青線に比べ消費電流が 3 倍であるため、赤線の電源変動は青線の 3 倍になっています。これは平滑用コ
ンデンサの電荷を、大きな消費電流が食ってしまう現象です。アイドル電流を大きくすれば歪率が下が
る反面、電源ノイズが増えて S/N が悪化するのです。S/N 悪化を抑えるには、平滑コンデンサを、消費
電流増だけ大きくする必要があり、アンプは肥大化する一方です。

青＝アイドル電流が少ない（歪大）しかしリップル雑音は小さい
赤＝アイドル電流が大きい（歪小）しかしリップル雑音が大きい
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過剰なパラレル接続の弊害
トランジスタや MOS-FET には入力インピーダンス（入力容量＋入力抵抗）があります。パラレル数を
増やすと、この入力インピーダンスが低下し、ドライブステージの負担が増大したり、時定数が増大し
てアンプの伝播遅延時間が増大、位相補償を増やさざるをえなくなる、深刻な副作用があります。位相
補償が増大すれば、GB 積が減少、中高域の歪率が悪化します。パラレル数増大による性能向上もあり
ますが、その効能は副作用と相殺され、物量投入の割りに性能向上は微々たる物です。

巨大アンプの矛盾・・・まとめ
アンプ高性能化の王道といわれてきた様々な手法は、メリットと同じくらいデメリットがあり、矛盾の
塊でした。以下のその内容をまとめます。
巨大電源

長所
短所

リップルノイズが軽減する。
連続最大出力が大きくなる（電流供給能力の増大）
平均パワー0.1～3.3W のホームオーディオでは全く無駄な性能。
でかい、重い。

アイドル電流増

長所
短所

歪率が減少する。
電源電流が増大、リップル電圧が増えて S/N が悪化する。
放熱器が巨大化、重くなる。

パラレル接続

長所
短所

Gm が増大し裸特性が改善。
ドライブ段の負担が増大、裸特性が悪化。
入力容量が増大し、アンプが低速化。
上記により位相補償が増大、GB 積が減少、中高域の歪率が悪化。
放熱器が巨大化する。

2. 巨大電源からスイッチング電源へ
スイッチング電源へのアレルギー
最近はデジタルアンプの普及や、欧州の薄型アンプの輸入で、知らぬ間にスイッチング電源が普及して
います。それでも尚、スイッチング電源へのアレルギー、そして巨大電源への妄信といった固定観念が
あります。まずは、固定概念を捨てて、スイッチング電源のメリットとデメリットを整理してみます。

スイッチング電源のメリットとデメリット
＜トランスとコンデンサが小さい・・・アンプはもっと小さく、スタイリッシュになる！＞
スイッチング電源は交流電源を、そのまま（トランスを介さず）整流平滑して、高圧の直流電圧を生成、
これをスイッチングすることで再び交流に戻し、トランスで変圧、整流平滑して所定の電源電圧を作り
出すシステムです。このような面倒なことをするのは、スイッチング周波数を高くするほど、トランス
やコンデンサを小型化しても大きな出力を維持でき、コストも下がるからです。

スイッチモード電源の
BloakDiagram
＜電圧の安定性が高い＞
スイッチング電源は出力電圧が一定になるようスイッチング回路を制御するため、安定化電源を兼ねて
います。このため電源変動や、負荷変動があっても電源電圧は一定です。従来のパワーアンプ出力段の
電源の安定化は困難で、負荷変動や、電源変動がそのまま電源電圧に現れてしまいます。最大出力も電
源事情で刻々と変化してしまういい加減なものです。
＜ピーク電流が抑えられ、商用電源を汚染しない＞
また、電源入力部分の交流を平滑するコンデンサには、力率改善回路（充電スイッチング回路）が接続
され、コンデンサへの充電を時間的に分散、ピーク電流を抑えています。下図はその様子で、青は通常
の平滑方式、赤は力率改善回路を追加したスイッチング電源です。青の通常の平滑回路では、ピーク電
流が集中、最大電流は 35A にも達しています。このような大電流が、短時間に集中して AC ラインに流
れると、交流電源波形のピークが潰れてサイン波形が崩れてしまう“電源汚染”が発生します。一方、
赤の力率改善回路を追加した側は、充電サイクルを細かく分散し、充電電流のピークを抑制します。こ
れによって、以下の例ではピーク電流を 35A→10A 以下に軽減しています。
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＜ハムノイズが発生しない代わりに、スイッチングノイズが発生する＞
スイッチング電源のスイッチング動作に伴うノイズの問題は、オーディオ愛好家に悪い印象を与えてい
ます。しかし通常の電源でも、整流平滑回路に、大きなリプル電流が流れており、これはハムノイズと
して広く知られています。つまり両者の違いはノイズの周波数だけにすぎず、従来の電源のハムノイズ
とその高調波は可聴帯域内にありますが、スイッチング電源のスイッチングノイズは可聴帯域外なので、
音質的にはスイッチング電源のほうが有利と考えられます。
＜スイッチングノイズを無視できるまで軽減する技術は確立されている＞
弊社の計測制御機器では、フルスケール 10mV 程度の微小信号を扱う製品がありますが、スイッチング
電源を使っています。今日、スイッチング電源を使っても十分な S/N を確保する回路技法は確立され、
様々なデリケートな微小信号を扱う分野にスイッチング電源は当たり前のように使われています。
スイッチングノイズは、ノーマルモードノイズ（電源が変動するノイズ）と、コモンモードノイズ（グ
ラウンドそのものが振動する）に分けられ、これらがビートダウンしない限り、可聴帯域のノイズには
なりません。まずノーマルモードノイズは多重化・分散化された電源ラインフィルタでリニア電源と同
等レベルに軽減可能です。コモンモードノイズは、平衡伝送（バランス伝送）や、コモンモードノイズ
フィルタで対処します。ビートダウンを防止するにはスイッチング回路同士のグラウンドと電源を分離
するとともに、アナログアンプのスルーレートを大きくすることで対処できます。
＜まとめ＞
スイッチング電源の要点をまとめると以下のようになります。
◆
◆
◆
◆
◆
◆

小型・軽量・低コストである。
電源電圧が安定化され、入力電圧変動や負荷変動の影響を大幅に軽減できる。
ピーク電流が抑えられ（充電電流が小さく、かつ集中しない）電源ラインを汚染しない。
可聴帯域にスペクトルを持ったハムノイズが発生しない。
可聴帯域にスペクトルを持たないスイッチングノイズが発生するが、遮断技術は確立されている。
微小電圧の計測回路に応用できるほど雑音性能は良くなっている。

3. ClassAB とスイッチング電源の融合
ClassAB にスイッチング電源を組み合わせる＝小型高性能！
UIA5200 は ClassAB パワーアンプを、スイッチング電源でドライブするコンセプトです。電源部、アン
プ部で以下の 4 通りの組み合わせが考えられます。(1)はオーソドックスな方式で UIA5000 や UIA5500
に採用された方式、(4)はスペースファクタを重視した SP192D に採用された方式です。(3)はメリット
が殆どありません。UIA5200 は(2)とすることで、性能を犠牲にせずにサイズダウンを目指します。実際
には ClassAB パワー段も小型化を追及し、性能は(1)、サイズは(4)のいいとこどりを目標にします。
(1)
(2)
(3)
(4)

アンプ
ClassAB
ClassAB
ClassD
ClassD

電源
従来式
スイッチング
従来式
スイッチング

歪率
0.01%～0.0003%
0.01%～0.0003%
0.1%～0.01%
0.1%～0.01%

サイズ
大
中
中
小

ピーク電流で電源容量を設定すると小型化は困難
UIA5200 の最大出力は 45W+45W/8Ω（最大出力±27V）で、ステレオで最大 6.75A の電流が流れます。
電源電圧は 72V(±36V)なので 486W のスイッチング電源が必要です。4Ωや 2Ω負荷まで考えると、電
源容量は 972W、1944W と更に巨大になり、スイッチング電源であっても巨大化します。果たして、こ
のような巨大な電源は必要なのでしょうか？

ピーク電流を潰す
前述の通り、音楽信号のクレストファクタは必ず 3～10 の範囲内にあり、アイドル電流の少ない AB 級
アンプの平均電流(実効値)は、次の式で計算できます。
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平均電流 ＝ ピーク電流÷(2X クレストファクタ)
ここにピーク電流 6.75A、クレストファクタ 3～10 を代入すると、平均電流は 1.125A～0.338A になり
ます。これは 72V 換算で 24W～81W の平均電力です。ピーク電流の問題が残りますが、まず中高域の
ピーク電流は、電源フィルタのインダクタとコンデンサで平均化します。UIA5200 は、ノイズ 除去用
の 5 次π型フィルタ（総容量 1980uF＋400uH）をスイッチング電源の出力に接続しており、3.3msec 以
内のピーク電流を軽減します。これは 300Hz 相当で、これ以上の周波では、ピーク電流が軽減します。
しかも電流波形が鋭い半波整流波形から sin 波⇒DC 波に近づいています。電源トランスのうなり音は鋭
い電流の立ち上がりで生じるので、うなり音を阻止する役割もあります。

300Hz 以上のピーク電流は
このコンデンサ群で減少する。
600Hz 以上では 60%以下になり
1200Hz 以上で DC 波形になる。

以下は 600Hz 最大出力のスイープ波を加えた様子で、上はアンプ出力、下は電源電流波形です。緑の
電源フィルタなしに比べ、黄色の 5 次π型電源フィルタありの場合、ピーク電流が半減しています。ま
た電源フィルタなしでは、急峻な立ち上がりの半波整流波形ですが、電源フィルタありではサイン波に
なっており、トランスのうなり音が激減します。

1.2KHz 以上では下図の通りほぼ直流電流になり、交流電流は流れなくなります。この時の電流はほぼ平
均電流まで軽減されます。下はサインなのでクレストファクタは√2 であり、平均電流はピークの約
1/2.8 になっていますが、実際の音楽信号であれば、クレストファクタは 3～10 なので、平均電流はピ
ークの 1/6～1/20 で電源にかかる負担はとても小さくて済みます。
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スイッチング電源の過負荷能力
300Hz 以下の低周波ではコンデンサの充放電が間に合わず、ピーク電流はそのまま、スイッチング電源
に流れます。この電流はスイッチング電源の過負荷能力でカバーします。これは出力の電解コンデンサ
を充電したり、モータの起電流など瞬間的な過負荷に耐える能力で、クレストファクタの大きな音楽信
号なら、定格電流に対し 500%以上供給可能です。ゆえに最低でも 1.35A (6.75÷5) の電源があればよ
いのです。そして UIA5200 は±36V、定格電流 1.67A(120W)の電源を使っており余力 23%です。ギリギ
リに見えますが十分です。何故なら 45W ものパワーが連続することはありえず、ホームオーディオで
使うパワーはピーク 1～10W、平均 0.1～3.3W 程度で、電源能力の半分すら使うことは無いからです。

連続サイン最大出力は考慮する必要がない
結果、UIA5200 の最大出力は音楽信号や音声信号に限った設計で、連続サインで最大出力を出し続ける
ことは禁止です。サイン波のクレストファクタは√2 なので、両 CH の最大出力時の電源電流は 2.38A
となり電源定格をオーバーします。片 ch45W 又は、両 ch22.5W 程度が連続サインの限界出力です。片
ch 連続サインで最大出力を続けると、放熱器温度が 100℃を超えます。数十秒程度なら、耐えられます
が、長時間連続すると破損する危険があります。巨大アンプへの固定観念がある人なら、こんなヤワな
設計で大丈夫なのかと思われるかもしれません。しかし全く問題ありません。アンプ出力とスピーカー
効率から、距離 1m の音圧は以下の式で求められます。
音圧 = 効率 × Log10(アンプ出力)
ここで効率に 90dB/W/m（一般的なスピーカーの代表値）、出力 45Wx2ch を代入すると得られる音圧は
110dB ほどで、自動車のクラクションを近傍で聞いた音量に匹敵します。これほどの音圧を聞き続ける
と、難聴になります。このような大音量のサイン波の連続再生能力など、全く不用です。改めてパワー
と電源電流の関係性を図示します。UIA5200 は下図①に対し余裕をもった設計になっていますが、実際
の使用は②となり、相当な余裕があります。従来は③に対し余裕をもった設計で、実際の運用は②であ
ったため、余裕が過剰です。この過剰な余裕が音質に貢献するように思えたのは、単なる思い込みで、
ヒアリングでは①に対して設計された電源と③に対して設計された電源の聞き分けは困難です。
45W+45W 最大出力におけるピーク電流 6.75A
45W+45W 最大出力における平均電流 1.125～0.3375A
一般的なリスニングレベル(10～1W)のピーク電流 3.16～1A
一般的なリスニングレベル(10～1W)の平均電流 0.53～0.05A

③
①
②

4. ClassAB アンプの無駄を見直す（パワーアンプ編）
UIA5200 は ClassAB
最近はデジタルアンプの普及で小さくて安いアンプは幾らでもあります。UIA5200 も小型化を目指しま
すが、性能は UIA5000 を目標にしています。これは安価なデジタルアンプとは一線を画す高性能です。
すなわち歪率(0.001%クラス、S/N 比 110dB(45W)の性能が必要で、これを実現するには ClassAB パワー
アンプが不可欠です。デジタルアンプ（ClassD）を使えば小型化は容易ですが、歪率は 0.01%以上にな
ってしまい、UIA5200 が目標とするセグメントには使えません。

DAC 内蔵プリメインアンプのボトルネックはパワーアンプ出力段
通常、プリメインアンプでは、パワーアンプ以外の各種アンプは A 級動作なので低歪で、クロスオーバ
ー歪は皆無です。しかしパワーアンプの出力段は簡単には A 級にできず、クロスオーバー歪が発生しま
す。また負荷が重い点でも、大きな歪が発生します。これまで、この問題を解消するには、アイドル電
流の増大、パラレル数の増大、それに伴う放熱器の巨大化といった、物量投入が有効であると信じられ
てきました。しかし、これらの方法は前述の通り、副作用が多い上、アンプの小型化を阻害します。
アイドル電流増

短所

電源電流が増大、リップル電圧が増えて S/N が悪化する。
放熱器が巨大化、重くなる。

パラレル接続

短所

ドライブ段の負担が増大、裸特性が悪化。
入力容量が増大し、アンプが低速化。
上記により位相補償が増大、GB 積が減少、中高域の歪率が悪化。
放熱器が巨大化する。

DAC
0.0003%
全体の歪の 5.4%

PRE-Amplifier
0.0002%
全体の歪の 3.6%

ClassAB Power amplifier
0.005%
全体の歪の 91%

DAC
0.0003%
全体の歪の 1.9%

PRE-Amplifier
0.0002%
全体の歪の 1.3%

ClassD Power amplifier
0.015%
全体の歪の 96.8%

このような状態で、DAC やプリを高性能化しても駄目
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多重帰還
このように、プリメインアンプの歪の大半がパワーアンプによるもので、特にスピーカーを駆動する最
終段が歪の原因です。この問題は、オーディオブームの 1980 年代には各メーカーが注目し、出力段の
歪除去のため、様々な回路技法が考案されます。しかし、その本質的意味が理解されず、分からない回
路より、物量投入のほうがいい、というトレンドが主流になり、今日に至っても、アイドル電流増（A
級動作）、パラ接続、巨大電源など副作用の多い単純な物量投入が生き残っているのです。
＜出力段の歪軽減メソッド＞
さて、弊社は出力段の歪除去の方法として、ZDR(※1)やトランスリニア（双曲変換）（※2）、アイドル
電流制御(※3)などについて実験を進めました。これらはオーディオブームの際に考案された回路技法
で、出力段の歪を軽減するには・・ということを考えると、どうやっても、これらの方法に行き着くの
です。ところが、これらの方法では 10～20dB 程度の歪率しか改善できず、音質的に重要な中～小振幅
ほどアイドル電流の大きさが歪率を左右し、小型化にはさほど貢献できないことが判明します。これは
当然の結果で、これらの回路技法は 0.01%以上だった ClassAB アンプの高域の歪率を 0.003%クラスに
収めることが目標で、サイズはフルサイズで良いのでした。UIA5200 の目標はビジネスバッグに入る高
性能 ClassAB アンプですから、これらでは無理なのです。

※1 出力段の非直線性を微分回路で検出し、歪を電流で相殺する
※2 出力段とバイアス回路をウィルソンカレントミラー接続とし、帰還ループを構築
※3 入力レベルを検出して、出力段のアイドル電流を可変させる

＜多重帰還＞
そこで UIA5200 は、歪率を 30dB 以上改善できる、多重帰還で
諸特性を向上させることにしました。この方法は既に UIA5000
や UIA5500 で採用済みで、概要は右図の通りです。まず
ClassAB-MOS-FET プッシュプル出力段を持つ、電流帰還型ブー
スターにローカルフィードバック(NFB1)をかけて歪を低減し
ます。このブースタを、電流帰還オペアンプ AD812 で駆動し、
全体で大きなフィードバック(NFB2)をかけて、さらに歪を低減
します。出力段には、AD812(NFB2)と電流帰還ブースタ(NFB1)
の 2 つの膨大な帰還量がかかるため、アイドル電流を極端に
少なく設定しても、低歪を達成できます。ちなみに UIA5200
のアイドル電流は、放熱器を基板実装できるレベルまで小さ
く設定しています。

ゲインを 2 分割＋バランス伝送＋
インスツルメンテースションアンプ
UIA5200 のパワーアンプは 24.4dB のゲインですが、これを
18.9dB と 6.3dB に分けて増幅します。負荷の重い 2 段目はゲイ
ンが小さいため、帰還量がより大きくなる仕組みです。ちょう
ど UIA5200 のパワーアンプは、前段までの（DAC と電子ボリュ
ーム）バランス伝送を差動合成するため、右図のように、イン
スツルメンテーションアンプ構成になっており、アンプが既に
2 段構成なので、無理なくゲインを 2 分割できます。また 1 段
目のゲインが大きいため、2 段目に伝送する信号レベルが高く、
S/N にも優れます。全段バランス伝送によってノイズと偶数次
高調波歪が相殺される点でも有利です。

AD812

AD812

合成ポイント

AD812

AD812
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連続サインを放熱設計から除外
アイドル電流が小さい UIA5200 は、放熱器は B 級動作として設計します。この領域における、最大出力
のパワーMOSFET の 1 個あたりの損失は次式で計算できます。
損失(W) = (1/(クレストファクタの二乗))×((電源電圧の二乗/負荷抵抗))
クレストファクタ 3～10、電源電圧 36V、負荷抵抗 8Ωとすると、損失は 18W～1.6W の間で変動しま
す。UIA5200 は 3.9℃/W のヒートシンクを 1 石づつ割り当てているので、温度上昇は 70.2℃～6.3℃と
なります。放熱器設計で重要なポイントは電源同様、連続サイン最大出力を除外した点です。同等温度
を連続サインで維持するには 0.87℃/W（損失 81W）の放熱器が必要で、UIA5200 の（H38XD25XW42）
の 35 倍のサイズ（※150XD60XW155）になります。実際にありえない、連続サイン最大出力を前提に
することが、如何にアンプを肥大化させるのか、よく分かりますね。(※60F155-150 0.84℃W)

独立型ヒートシンクと絶縁シートの排除
通常パワートランジスタは、1 つの放熱器に多数取り付けられ、トランジスタと放熱器の間に、短絡を
防ぐ絶縁シートを挟みます。この絶縁シートは熱を伝えにくく、放熱の障害です。そこで UIA5200 は、
放熱器をトランジスタ毎に分離させ、絶縁シートを排除、放熱効率を高めました。下図は、気温 35℃、
損失 7.2WX2 個で、共有型放熱器と独立型放熱器を比較した場合の様子で、接合部温度 4.5℃違います。
もし共有型の接合部温度を、独立型と同じ 74.33℃にするには、熱抵抗を 1.63℃/W にする必要があり
4.1 倍（※）体積が増大します。(※60F115-50 1.7℃W)
共通放熱器 1.95℃/W

独立放熱器(3.9℃/W)
絶縁シート
NchMOS-FET

NchMOS-FET

63.08℃
絶縁シート
(熱を伝えにくい)

63.08℃
PchMOS-FET
接合部温度
74.33℃

PchMOS-FET
接合部温度
78.83℃
63.08℃

63.08℃
(熱移動が絶縁シートで制限
され、放熱を阻害する)
従来
放熱器と MOS-FET 間の温度差が大きく
放熱器を低温にする必要あり

(熱は直接放熱器に伝わる)
UIA5200
放熱器と MOS-FET 間の温度差が小さく
放熱器を高温にできる

放熱器によって冷却効率はかなり違う
＜同じ体積なら軽い放熱器のほうが高効率！＞
従来のアンプでは、下図左のような肉厚の放熱器が使われていました。しかし放熱器の冷却効率（体積
あたりの冷却能力）は表面積であり、重さではありません。従って体積が同じなら肉厚が薄いほど表面
積が増大し、放熱効率が向上します。ただ、あまりに肉厚を薄くしすぎると熱を伝播できなくなるので
限界があります。また大型で薄すぎる放熱器は、スピーカーからの音で共振をおこして、自らが音源に
なってしまいます。UIA5200 の放熱器は小型で薄く高剛性、かつ冷却効率が高い設計です。
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＜熱抵抗が同じなら小さいほど高効率！＞
また加熱部(MOS-FET)に比べ放熱器のサイズが大きいほど、放熱効率が下がります。上図では矢印が熱
経路を示していますが、熱経路の長い大型放熱器では、加熱部から遠い部分へは熱伝播量が小さくなる
ため、加熱部の周囲に放熱の負担が集中し、放熱効率が悪化します。例えば 3.9℃/W の UIA5200 の放
熱器を 1.7℃にする場合、放熱量は 2.3 倍増えるだけなのに、体積は 8.2 倍も大きくなる場合があります。
（※）UIA5200 で採用された小型放熱器は熱伝播経路が短く、放熱器全体が冷却に貢献し、放熱効率が
高くなるのです。(※60F115-50 1.7℃W)
＜放熱器温度が高いほど高効率！＞
放熱器は、外気との温度差が大きいほど、熱伝播がよくなります。このため放熱器温度が高いほど冷却
効率が高まるのです。例えば 50W 加熱時に 1.7℃W の放熱器は 20W 加熱では 2.3℃/W と 35%も放熱効
率が悪化します。（※）この点でも絶縁シートの無い UIA5200 では同じ接合部温度を維持するのであれ
ば、4.5℃も放熱器温度を高めることができ効率的です。(※60F115-50 1.7℃W)

プリント基板の放熱効果を高める
UIA5200 の放熱器は基板に半田付けされています。この半田付け部分は大面積のベタで放熱器を囲んで
おり、放熱器の熱が、効率的に基板に伝わるようにしています。プリント基板には表裏が大面積の銅箔
で覆われているため、放熱器としても機能するのです。実際、UIA5200 は基板もかなり温まり、基板が
放熱に寄与していることがよく分かります。UIA5200 では基板放熱を効果的に行うため、MOS-FET から
の配線太さを広げ、基板に伝達する熱量を増やすように心がけています。

5. ClassAB45W+45W/8Ω 高性能・小型軽量アンプの全体像
性能は A 級アンプ並み、サイズは D 級アンプ並み！
UIA5200 は、多重帰還 ClassAB パワーアンプ、独立型放熱器、5 次π型電源フィルタ、バランス伝送、
スイッチング電源などの要素技術を使い、W310xH71.8xD224.6 のサイズを実現しました。インシュレ
ーターを除くとシャーシの高さは 62.6mm です。歪率は 20Hz～20KHz で 1W-0.00065%、
25W-0.002%、
S/N 比 96.4dB(1W)、112.5dB(45W)を実現するなど物理特性も優れています。これだけの性能ですので、
バラツキや経年変化などを考えても、性能がハイエンドの A 級アンプ～それ以上を維持できることは明
白です。このサイズでこれだけの性能、パワーが出れば、もはや大型アンプは無用の長物です。

まとめ
これまでの内容を要約すれば、如何にして性能・音質を犠牲にすることなくアンプを小型化するかに集
中しています。別の言い方をすれば、ClassA～ClassAB のクオリティを維持して、限りなくアンプを小型
化するにはどうすればよいか・・・です。まとめると以下の通りです。
◆ 放熱器・電源設計において、連続サイン最大出力を除外。
クレストファクタ 3～10 の音楽ソ―スを前提とした現実的な設計とした。
◆ ↑から 45W+45W の最大パワー、120W のスイッチング電源で十分な余裕を確保。
◆ 小型・軽量・高力率(電源を汚染しない)・安定度の高いスイッチング電源を使う。
◆ ↑によるノイズは、電源フィルタ・コモンモードフィルタ・バランス伝送などで十分遮断できる。
◆ ↑はハムノイズが殆ど存在しない。
◆ DAC 内蔵プリメインの歪の大半がパワー段から発生する。
◆ ↑を減らすのに、アイドル電流増大やパラ接続をしても、巨大化や副作用の問題がある。
◆ ↑ZDR やトランスリニア、可変バイアスは効果的だが、劇的にアンプを小型化するまではできない。
◆ 多重帰還(MultipleNFB)を採用し、アイドル電流を小さくする、小型・低歪が両立する。
◆ パワーアンプのゲイン軽減、ゲイン 2 分割、バランス伝送によってノイズと歪の影響を軽減。
◆ 放熱器を 1 石づつ独立させることで絶縁シートを排除、冷却効率を向上。
◆ 小型・薄肉放熱器で放熱器温度をある程度上げたほうが、サイズの割りに効果的な冷却ができる。
◆ 基板実装型の放熱器であれば、基板も放熱に活用できる。
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2.ハイレゾ DAC 内蔵パワーアンプ！
1. DAC の出力が 2Vrms なのでプリアンプは不用
高出力ソースが一般的な今日、必要なゲインは微々たるもの
繰返しますが、普通に音楽を聴いている時のピークパワーは 1W～10W、平均パワーは 0.1W～3W 程度
です。なのでスピーカー能率測定に使われる 2.83Vrms (1W)は、標準的なリスニングレベルと言えます。
この標準リスニングレベル 2.83Vrms に対し、現在のラインアウトや DAC の出力レベルは、約 2Vrms が
標準になっており、このときプリメインアンプに必要なゲインは、たった 3dB です。

従来のゲイン配分では無駄だらけ・かつ雑音に弱い
昔、プリメインアンプは 0.15Vrms 程度の小さい信号レベルを前提に設計され、50dB 程度のゲインとす
るのが習慣化しています。しかし CD プレーヤー登場以降はチューナーなどの周辺ソースを含め、2Vrms
程度の機器が大半を占め、30dB ものゲインが無駄になっています。果たしてボリュームを 12 時以上回
すような人がどれだけ要るでしょう。下図は従来の考えで設計されたアンプのレベルダイアグラムです。
プリアンプはボリューム前段 A1 に 6dB、後段 A2 に 16.9dB とゲインを分割しています。これはボリュ
ーム後のレベル低下を補うもので、高級アンプでよく見られる回路構成です。低価格機だと A1 がなく、
22.9dB の A2 しかありません。このアンプでは総ゲインが 48.9dB ありますが、必要なゲインは 3dB な
ので、ボリュームを-45.9dB も絞ります。ゆえにボリューム後のレベルは 0.02Vrms と微小で、ノイズの
影響を受け易くなります。ほぼスピーカー駆動レベルを出力している DAC があるのに、ボリュームで
0.02Vrms まで絞り、その後必死にゲインを稼ぐ。従来のアンプは無駄だらけです。
2Vrms

4Vrms -45.9dB

6dB

A1

DAC

16.9dB
0.02Vrms

0.141Vrms

A2

26dB

2.83Vrms 1W/8Ω

A3
パワーアンプ

プリアンプ

更に上がセパレートアンプだと、0.141Vrms の微小振幅が引回されます。このような古いレベルダイア
グラムに固執する限り、セパレートアンプはプリメインアンプより厳しい条件で設計する必要があり、
音質的に不利です。この問題を解消するためにバランス伝送にするなら本末転倒です。

ちょうどプリアンプ相当のゲインが過剰・・・プリアンプは不要
45W を出す場合必要なゲインは 19.5dB で、若干余裕を見ても、必要ゲインは 25dB あれば十分です。上
図であれば、プリアンプのゲインが余分です。もはや現在のオーディオに、プリアンプ（コントロール
アンプ）は不要なのです。パワーアンプのゲインも 30dB も必要ありません。アンプはゲインが低いほ
ど、低歪・低雑音化になるので、ゲインは欲張らないほうがよいのです。

UIA5200 の場合 S/N は 18.6dB も有利
UIA5200 は、バランス型 DAC → バランス型電子ボリューム →24.4dB のインスツルメンテーションパワ
ーアンプの 3 段構成で、プリアンプはありません。レベルダイアグラムは以下の通りです。上のアンプ
と比較すると、最小電圧が 0.02Vrms→0.17Vrms に増大しており、ノイズフロアが同等なら S/N が 18.6dB
向上します。下図の通り、このゲイン配分でもちゃんと、最大出力が出て、なお 4.9dB 余裕があります。
2.83Vrms 1W/8Ω
-21.4dB
2Vrms
0.17Vrms
24.4dB
DAC
2Vrms
DAC

-4.9dB

17Vrms
1.14Vrms

45W/8Ω

24.4dB
パワーアンプ

2. MUSES72320 バランス型・パッシブ電子ボリューム
MUSES72320
電子ボリュームは JRC の MUSES72320 です。この IC は、アンプが外付であり、性能は外部のアンプ次第
で自由にデザインできます。下図左は、MUSES72320 の推奨回路で、アッテネータと、可変ゲインアン
プの組み合わせにより、+31.5dB～-111.5dB までの広範なゲインコントロールができるようになってい
ます。下図左の、四角枠で囲んだ 2 箇所の可変抵抗が MUSES72320 で、プリアンプのゲインを通常は絞
っておき、必要な場合のみゲインを追加する S/N を考慮した考え方です。
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バランス・ツインモノ・プリアンプレス
しかし前述の通り、現在のオーディオに最大ゲイン 31.5dB ものプリアンプは不要です。UIA5200 は下
図右のように、MUSES7230 のアッテネータ部だけをバランス構成で使用します。ちょうど MUSES72320
は、ステレオを想定し 2 個のアッテネータを内蔵しているので、MUSES72320 を各チャンネルに 1 個づ
つ使いツインモノ・バランス伝送としています。
UIA5200 の場合 (バランス型パッシブ)

標準の使用方法
0.5dBstep/224position
0～-111.5dB

＋

0.5dBstep/224position
0～-111.5dB

HOT

0.5dBstep/224position
0～-111.5dB

COLD

－
0.25/0.5dBstep /64position
0～+31.5dB

次段がインスツルメンテーションパワーの利点
右図は 5 タップに簡略化した電子ボリュームの様子で、CMOS スイッチを
40Ωの抵抗と、100MΩの抵抗に置換しています。実際のスイッチでもオ
ン=0Ω、オフ=∞ではなく、こうした残留抵抗があり、これはオン抵抗(40
Ω)、オフ抵抗(100MΩ)と呼ばれています。さらにオン抵抗は信号電圧で
右下のように変化し、オン抵抗と次段の入力インピーダンス RI との減衰
比が信号電圧によって変動することで歪が発生します。MUSES72320 のア
ッテネータを RH/RL、CMOS スイッチのオン抵抗を Ron、次段の入力抵抗
を RI、入力容量を CI とすると、下図のような分圧モデルになります。こ
こで RH=RL=10KΩ、RI//CI=100KΩ、Ron を 9～11Ωで変動させると、お
よそ 0.0018%の非線形歪が発生します。これは RI//CI のインピーダンス
が低いために起こる現象です。

40

(X=入力電圧,Y=オン抵抗)

言い換えれば、電子ボリュームは、RI//CI のインピーダンスに比例して歪が減少します。UIA5200 は入
力インピーダンスの大きなインスツメンテーションアンプが MUSES72320 のバックエンドに接続されて
おり RI=15MegΩ、CI=1.7pF もあり歪率はおよそ 0.000012%と無視できるレベルです。たかが音量調整
で歪が発生するなら、可変抵抗のほうがマシと思われるかもしれません。しかし可変抵抗は配線引き回
しによるノイズやギャングエラー、摺動音の問題があります。

3. 機能はソフトウェアで実現したほうが賢い
音楽再生ソフトウェアには本格的な機能が満載・・・しかも無償！
foobar2000 など音楽再生ソフトには豊富な機能を満載しています。特に foobar2000 の機能は本格的で、
31band1/3oct グラフィックイコライザ、3way チャンネルデバイダ、リバーブ、DolbyHeadphone、真空
管エミュレータ、リサンプラー、ピッチチェンジ、キーチェンジ、リミッタ、コンプレッサ、ピークホ
ールドメーター、スペアナ、スペクトログラム、ウェーブフォームシークバーなど強力で、しかも無償
です。本来大変な出費になる機能が無償とは凄い限りです。しかも、みな音質的に有利なデジタル信号
処理で構成され、こうした機能を使えば、アンプ本体の機能は最小限で済みます。

PC オーディオを主眼にして機能はシンプルに
PC オーディオ全盛の今日、アンプの機能はシンプルで良いと割り切って企画されたのが UIA5200 です。
UIA5200 は、入力切替、音量調整、アンプリンク以外の機能は搭載していません。CD などのレガシー
ソースであっても PC で再生、リッピングすれば、豊富な機能の恩恵を受けられます。
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4. ハイレゾ高性能 DAC
ハイレゾデジタル入力を充実
UIA5200 は、光デジタル 2 系統、同軸デジタル 1 系統、USB1 系統のデジタル入力を持ち、全入力で最
大 192KHz/24Bit の ハ イ レ ゾ 音 源 に 対 応 し ま す 。 更 に USB で は DSD に も 対 応 し ま す 。

DAC 搭 載 アンプは 陳 腐 化 し な い
DAC の雑音は、内部インピーダンスと周波数帯域に比例しますが、モノリシック IC である以上、イン
ピーダンス低減には消費電力と直線性の限界があります。
（①低インピーダンス化→消費電流増→電源ノイズ
および発熱増→精度悪化、②低インピーダンス化→容量増大→速度低下）こうした事情から、サンプリング周
波数（帯域）が決まると、S/N=分解能がおおよそ決定します。既にオーディオ用 DAC は 10 年ほど前か
ら性能は行き詰まり、物理限界に肉薄しています。DAC を乗せて陳腐化する次代は終わったのです。
DAC チップのスペック上の S/N（D レンジ）は千差万別ですが、電源やパラレル数、基板の影響が大き
い部分です。そして投入コスト、基板面積を同等にすると、ノイズフロアに決定的な差はありません。

AD1955 パラレル・バランス型・ツインモノラル DAC
一方、歪率には差があります。各社フラッグシップの DAC チップで Fs=192KHz の性能を並べると以下
のように 13dB も違います。組合せるアンプでも変わりますが、少なくとも AK4399 や WM8742 などア
ンプ内蔵 DAC では性能向上は無理でしょう。またサンプリング周波数が高まると、歪率も大きくなる
傾向があるので 192KHz の性能は重要です。UIA5200 は、スペックがトップクラス、データシートの信
憑性・情報公開が優れていて、使用実績の豊富な AD1955 を 2 パラレル・バランス構成で使用します。
メーカー
AnalogDevices
ESS
Texas Instruments
Texas Instruments
Texas Instruments
旭化成
wolfson

型番
AD1955
ES9008
PCM1792
PCM1795
PCM1798
AK4399
WM8742

歪率(0dB)
-113dB (18.5bit 精度)
-112dB (18.3bit 精度)
-101dB (16.5Bit 精度)
-105dB (17.1Bit 精度)
-105dB (17.1Bit 精度)
-103dB (16.8Bit 精度)
-100dB (16.3Bit 精度)

注釈
←は 96KHz 時。スペックに矛盾→詳細は弊社 WEB にて

48KHz の時、I/V～フィルタアンプ内蔵
I/V 変換アンプ内蔵

DAC パラレル接続の効能と弊害
S/N 比を上げるため、DAC をパラレル接続する方法は、AD1955 のデータシートにも記載されています。
この方法では 2 パラ接続で-3dB ノイズレベルが下がります。
（S/N 改善率は(20Log√パラ数)で計算でき
る）但し、これは全帯域で均一なスペクトルを有するホワイトノイズに適用される話であり、ハムノイ
ズやスイッチングノイズ、ビートノイズ、ショットノイズなど、特定の周波数にピークを持つノイズに
は効果がありません。また DAC のパラレル接続数をあまり過剰にすると、I/V 変換アンプの負荷が重く
なり、歪が増大します。下図はその様子です。高性能 DAC は皆電流出力ですが、DAC 電流出力 I1 と同
じ電流 I2 がオペアンプから提供され、抵抗 R で電圧に(R×I2)に変換されます。I1=I2 なので、DAC のパ
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ラレル数を増やし過ぎると、オペアンプの出力電流が増大し、歪率が悪化します。オペアンプもパラ接
続にすれば、問題は解消しますが、実装面積が巨大化して誘導ノイズやコモンモードノイズの影響を受
けやすくなり、消費電流が増大して電源ノイズが増大します。そもそも DAC の出力電流は大きめなの
で、パラレル接続数は控えめにすべきです。また I2 が流れる R もパラ接続数が増えると発熱が増大し、
後述する熱変調歪が増大します。このため UIA5200 は 2 パラ接続に抑えていますが、これは左右で LSI
を分離、セパレーションを考慮した設計です。
DAC パラ接続の弊害
メリット
◆ ホワイトノイズに対し

20Log√パラ接続数
S/N 比率が改善する

デメリット
◆ オペアンプの歪が増大
◆ 抵抗の熱変調歪が増大
◆ 電源ノイズが増大
◆ 大型化・消費電流増大
◆ コストアップ

3.超高性能アナログアンプ
1. 全段電流帰還型アンプ
電流帰還と電圧帰還
オペアンプ(増幅回路)は、電圧帰還型と電流帰還型の 2 つに分類されます。電流帰還型は、スルーレー
トが大きく（高速）TIM 歪が発生しない、電源変動抑圧比が高い、GB 積を自由に設定できるなど優れた
特徴があります。UIA5200 は、IV 変換回路（DAC の出力電流を電圧に変換）、スムージングフィルタ（DAC
の 1bit 信号をアナログ信号に変換）など、電流帰還型の応用が難しいとされる個所に、電流帰還型アン
プを導入することに成功、DAC～パワーアンプの全信号経路を、電流帰還型アンプで統一しています。

電流帰還型アンプの基本
下図左は UIA5200 の全経路に採用されたオペアンプ AD812 の内部等価回路、下図右はブースタ部（パ
ワーアンプ）の等価回路です。いずれも、エミッタ接地が A→B と 2 段あり、2 段増幅に見えますが、
初段(A)と 2 段目に見える(B)は、青枠のカレントミラー回路により結合され、2 段目(B)は初段の Gm で
変換された信号電流をコピーし、ハイインピーダンスノード(Z)に伝える機能しか持っていません。ゆ
えに下図はいずれも 1 段増幅で、オープンループゲインは（Z のインピーダンス／(帰還系インピーダン
ス+局部帰還抵抗(※))で表されます。Z 部のインピーダンスを高く、帰還系のインピーダンスを低く設
定すれば、高ゲイン＝高帰還とすることができます。1 段増幅ゆえに、位相遅れは小さく、高速・広帯
域で高い性能を達成できます。尚 AD812 のインバーテッドダーリンドン SEPP 出力段は、1 段目ののコ
レクタが、2 段目のエミッタにカスコードブートストラップ接続され、入力容量を一定に保ちます。こ
れによって、Z 部のインピーダンス（電極間容量）変動によるアーリー歪を大幅に軽減します。

（※初段トランジスタ 4 個(A)(C)のエミッタに挿入された抵抗）

Z

Z
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電流帰還型は最大スルーレートは無限
電圧帰還型・高速オペアンプの代表である、フォールデッドカ
スコード型オペアンプ(LM6361)の等価回路を右に示します。初
段は差動アンプと一般的です。2 段目はベース接地（フォールデ
ッドカスコード回路）に置き換えられ 1 段増幅を構成します。
2 段目は初段の Gm で変換された信号電流をハイインピーダンス
ノード(Z)に折り返す機能しか持っていないため、通常の 2～3 段
増幅に比べシグナルパスがシンプルで高速です。しかし、この
回路では C1,C2,C3 の定電流回路が最大電流を既定し、この電流
と Z 部のキャパシタンス（容量）でスルーレートが決まります。
そして大振幅の信号が印過されると、差動アンプは C1 以上流せ
ないので片側に電流が集中し飽和することで、信号が伝送でき
なくなります。一方、電流帰還型の場合、最大電流を制限する定電流回路がないので、スルーレートは
理論上無限です。高速大振幅の信号が印加された場合、NPN と PNP で構成されたコンプリメンタリ回路
の片側がカットオフしますが、A 級動作から B 級動作に遷移し動作を続けます。

上下対称回路の効能
＜電源変動抑圧比＞
電流帰還型アンプは、上下対称のコンプリメンタリプッシュプル回路（以降、上下対称回路と略す）で
す。電圧帰還型でも上下対称回路は可能ですが、ICオペアンプの場合、限られた品種しか存在せず、大
半がビデオ帯域用で、オーディオ性能は考えられていません。この上下非対称回路の電源変動抑圧比は、
下図左(LF356)の通り正負どちらか一方が20dB程度悪いのですが(品種により10～40dBとばらつく)、上下
対称回路のAD812(下図右)は、正負の電源変動抑圧比が一致しており、電源雑音に強く高S/Nです。

＜スルーレートの対称性＞
下図はアンプ初段に使われる差動増幅回路を、NPN、PNP、上下対称回路の3パターンで構築し、ここに
高速信号を印加した際の出力波形です。PNPは立上りが早く、立上りが遅いのに対し、NPNでは逆の特性
になっています。一方、上下対称回路ではPNPとNPNの動特性の中間となり、スルーレートの対称性が改
善され、波形が綺麗になっています。これは8MHzと高速な信号を印加して歪を強調していますが、可聴
帯域では見た目ではわかりませんが、歪率に影響が出ます。
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＜その多のメリット＞
上下対称回路は、NPN と PNP のパラレル接続なので、電圧雑音密度が 3dB 改善するほか、Gm が 2 倍に
なって裸利得が 6dB(2 倍)増える、NPN と PNP のベース電流は流れる方向が異なるので、ベース電流が
相殺して、入力バイアス電流が低減するなど、様々な恩恵があります。

2. バランス伝送
下図は、UIA5200 の DAC～SPEAKER OUTPUT までの簡略化した信号フローです。DAC (I/V 変換、スムー
ジングフィルタ)→ 入力切替 → 電子ボリューム → インツルメンテーションパワーアンプという構成
で、パワーアンプ最終段以外は全段バランス伝送で、コモンモード雑音の抑圧能力に優れています。図
中の A は電流帰還型オペアンプ AD812、図中の B は ClassAB-MOS-FET 出力電流帰還型ブースターで、
全段上下対称回路なので、バランス伝送とあいまって電源変動に強く、ノイズに対して鉄壁です。

DAC

Volume

PowerAmplifier

3. 安定化電源を 11 系統、電源フィルタを 24 系統搭載
24 系 統 電 源 フ ィ ル タ
U I A 5 2 0 0 は 扱 う 信 号 の 差 異 に 着 目 し て 、 各 デ バ イ ス 単 位 で ローカル電源フィルタを配置、
部品 1 個単位でクロストークと雑音を抑えます。上 の 信 号 フ ロ ー 図 の 下 に 書 か れ た 1 ～ 7 は ロ
ー カ ル 電 源 フ ィ ル タ に よ る 電 源 分 割 を 現 し 、 う ち 3～ 7 は 正 負 2 電 源 な の で 、 片 CH
だ け で 12 系 統 、 両 CH で 24 系 統 の 電 源 フ ィ ル タ を 有 し て い ま す 。

1 1 系 統 安 定 化 電 源 （ レ ギ ュ レ ータ ）
電源部は、回路間の干渉を防ぐとともに、安定した低インピーダンス電圧を提供す
る た め 、以 下 の 通 り 8 系 統 の リ ニ ア レ ギ ュ レ ー タ と 、3 系 統 の ス イ ッ チ ン グ レ ギ ュ レ
ータを搭載して安定化電源としています。重要個所は、アクティブフィルタとリニ
アレギュレータの 2 段構造で安定化させるダブルレギュレータとしています。
リニアレギュレータ

スイッチング
レギュレーター

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

Lch-DAC～コントロール～パワーアンプ +15V (ダブルレギュレーター)
Lch-DAC～コントロール～パワーアンプ －15V (ダブルレギュレーター)
Lch-DAC デジタル部+5V (ダブルレギュレーター)
Rch-DAC～コントロール～パワーアンプ +15V (ダブルレギュレーター)
Rch-DAC～コントロール～パワーアンプ －15V (ダブルレギュレーター)
Rch-DAC デジタル部+5V (ダブルレギュレーター)
デジタル部 1 +3.3V
デジタル部 2 +3.3V
パワーアンプ電流帰還ブースタ +36V (5 次π型電源フィルタ)
パワーアンプ電流帰還ブースタ －36V
(5 次π型電源フィルタ)
デジタル部 3 +5V
(3 次π型電源フィルタ)

3 系 統 グ ラ ウンド
重要なグラウンドは、アナログ部、デジタル部、スイッチング電源部の 3 系統で独立、1 点アースで結
合することで、グラウンドループを防止しています。
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4.パッシブパーツ・コンストラクション
1. 信号経路のコンデンサ
一部のコンデンサは直線性が悪く、幾つか注意すべき点があります。問題点への対処方法は、古くから
確立されています。UIA5200 は以下の方法で、コンデンサによる音質劣化を回避しています。
■
■
■

精度の高いオペアンプをバランス構成にすることで、DC アンプ化（低オフセット電圧化）。
前記により、カップリングコンデンサは 1 箇所に集中、直線性の良いフィルムコンデンサを使用。
位相補償など小容量のコンデンサには、直線性の良い C0H/C0G セラミックコンデンサを使用。

2. 電源コンデンサ
電源コンデンサに要求される性能は、ESR,ESL が低く(電源ノイズが吸収できない)、寿命が長いことです。
電子機器の寿命を左右するのは、電解コンデンサなので、この部分の信頼性が大変重要です。UIA5200
の電源コンデンサは以下のような配慮で選定されています。
■ 電解コンデンサは、最低でも 105℃グレードで、スイッチング電源を考慮した低 ESR 品。
■ 電解コンデンサの ESL の影響をキャンセルするため、大容量～小容量のリードレス（チップ）積層
セラミックコンデンサをパラレル接続。（※フィルムコンデンサは ESL の大きなものが多い）

3.抵抗の熱変調歪とエクセルノイズ
抵抗は大きな温度係数によって非線形性を有する
抵抗は、使い方次第で、大きな歪や雑音の原因となります。厚膜やカーボン、酸化金属皮膜抵抗は、温
度係数が±200ppm℃程度あり、1℃の温度変化で抵抗値が 0.02%変化します。抵抗への印加電圧が音楽
信号で変化すると→消費電力変化→温度変化→抵抗値が変化（温度係数による）します。ゆえに温度係
数の悪い抵抗を、利得を決定する場所に使うと、音楽信号により抵抗値＝利得が変化して歪が発生しま
す。下図は、温度係数 200ppm℃、熱抵抗 400℃/W、1KΩの抵抗を、気温 35℃で使用し、±10V の低
速サイン波（下図上段・電圧）を印加した様子です。0～100mW の電力変動（下図上段・電力）が生じ、
温度は 35～75℃（下図上段・温度）の間を往復します。これを温度係数に掛けると、抵抗値が 1000～
1008Ωの間で変動します。
（下図中段）グラフ下段は、1KΩ-0ppm℃の抵抗と、下図中段の 1KΩ200ppm℃
の抵抗で分圧した場合の誤差(%)を表します。横軸の周期が、入力の 2 倍なので 2 次歪であり、大きさ
は 0.4%に達します。温度係数が±200ppm℃の抵抗は、最悪 200ppm℃～最良 0ppm℃に温度係数が分布
していますか ら 200ppm℃と 0ppm℃の 組み合わせは 現実的です。 最悪のケース は 200ppm℃と
-200ppm℃の組み合わせの時で、歪は 0.8%になります。実際には温度係数が揃っていたり、基板によ
る熱結合等により、歪みは軽減されますが、抵抗は使用数が多いので無視できません。
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熱変調歪は低域でのみ問題になる
次の図は、前と同じ条件で周波数を 10 倍にした様子です。熱時定数により温度変化が積分され、抵抗
変化は 1Ωに軽減、0.05%に歪が減少します。

こうした歪を熱変調歪と呼んでいます。熱変調歪は、下図のように熱時定数に比べ、短い波長を扱うほ
ど小さくなります。熱変調歪を軽減するには、以下の 3 通りが考えられます。
①
②
③
④

放熱経路の時定数を大きくする。
抵抗同士を熱結合する。
消費電力を軽減する。（抵抗値を大きくする）
温度係数を小さくする。

上の①ですが、UIA5200 では表面実装部品を使い、抵抗の熱を基板に伝達して基板放熱とすることで実
現しています。②も同様に基板放熱によって個々の抵抗が緩やかに熱結合されます。③は全段電流帰還
型の UIA5200 ではゲインを決定する NFB 抵抗を自由に設定できないので、無理なく高抵抗化できる場所
のみ実施しています。④はゲインを左右する場所に、温度係数±25ppm℃の薄膜抵抗を使い、一般的な
±200ppm℃の厚膜抵抗に比べ、温度係数を 1/8 程度に軽減しています。

エクセルノイズ
抵抗が発する雑音は、抵抗値に比例する熱雑音が有名ですが、これ以外にも大きな雑音があります。こ
れはエクセルノイズと呼ばれ、電流の通過経路の散乱で発生する雑音で、直流電圧が大きく、周波数が
低いほど増大する雑音です。エクセルノイズはカーボン抵抗や厚膜抵抗だけ発生し、金属皮膜抵抗、薄
膜抵抗、金属箔抵抗では発生しません。UIA5200 は薄膜抵抗や金属皮膜抵抗しか使わないので、エクセ
ルノイズは皆無です。

4.アナログ信号の切替は全てリレー
ボリューム(MUSES72320)の項で説明した通り、CMOS スイッチな
どはオン抵抗の信号電圧依存があるため、後段をハイインピーダ
ンス・ローキャパシタンスで受けないと大きな歪が発生します。
このためローインピーダンス入力の回路ではバッファアンプな
どが必要になり信号経路が複雑化してしまいます。そこで、
UIA5200 は全アナログ信号切替にリレーを使っています。
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5. 半導体
ダイオード・トランジスタ
信号経路に使用しているダイオードやトランジスタは、微小信号（例えば MC カートリッジ）にも使え
るような低雑音のものを厳選しています。また GB 積、スルーレートを稼ぐため電極間容量(Cob)の小さ
いものを選んだうえで、SMD 化（表面実装）を進めインダクタンスを軽減しています。

（※例えばディスクリートの電流帰還ブースタは Toshiba で最も低雑音・低 Cob にランクする
2SC3324/2SA1312、保護回路などのクランプダイオードは超低容量の 1SS306 など）

オペアンプ
DAC～パワーアンプまでの全段を、汎用的な音響用オペアンプ(NE5532 など)に比べ 10 倍近いコストの
かかる AD812 を使っています。GB 積は 145MHz 以上、スルーレートは 1600V/μs にも達する高速性
を有する一方、電圧雑音密度は 3.5nV/√Hz とフォノイコライザに使えるほどローノイズで、オフセッ
ト電圧も 2mV と小さく DC アンプ化しやすいバランス良さも兼ね備えています。

6. デジタル回路
周辺ロジックは FPGA に集積
Digital Audio Interface Receiver や USB コントローラ、リモコン受信処理回路は専用の IC を使っていますが、
それ以外の周辺回路全てを FPGA に集積しています。即ち DAC(AD1955)や電子ボリューム(MUSES72320)、
ボリューム位置検出 A/D-interface、入力切替や表示部、アンプリンク等の各種制御全てを FPGA に集積
し、専用ロジックやマイコンを追放しています。これによってデジタル部はコンパクトになり、実装面
積、レジュアル、ノイズなどの面で有利になります。

デジタル系の電源を 5V/3.3V に統一
今日、デジタル系の電源は 5V,3.3V,2.5V1.8V,1.2V など様々です。電源回路は面積を食う上、低電圧大電
流になるほど、効率の高いスイッチング電源が必要になります。しかもスイッチング電源の数が増える
とビート（スイッチング周波数差のノイズ）などのノイズが増大します。UIA5200 の電源はリレー系 5V
（スイッチング）、デジタル回路 3.3V（リニアレギュレータ）の 2 系統のみで、ビートが発生しにくい
構造です。

7. シングルボード化
完全なシングルボード化に成功
UIA5200 は、1 枚の基板に、全回路・全機能を集積しており、配線の引き回しは皆無です。すなわち DAC、
電子ボリューム、放熱器を含むパワーアンプ、デジタル回路、電源回路、入出力端子、電源端子、操作
部、表示部の全ての集積に成功しています。UIA5200 はストリップ基板 1 枚で動作させることが出来る
のです。

4 層ガラスエポキシン基板
プリント基板は、4 レイヤーガラスエポキシン基板で、内層 2 プレーンと表裏の空きエリアを使い、電
源やグラウンドを大面積（低インピーダンスで）で、かつ理想的に引き回しています。また表裏の表面
層には太い電源パターンを引き回さずに済むので、信号線を最短にすることができます。
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5.ファンクション
1 アンプリンク
アンプリンクで、音量・入力切替を連携
UIA5200 はマルチアンプ、マルチチャンネルサラウンド、AV ユース等を視野に入れており、最大 5 台
を 10 チャンネルを連動できるアンプリンクを搭載します。複数台の UIA5200 を連動させた場合、マス
ター設定された UIA5200 が、残りの UIA5200 をコントロールします。アンプリンクケーブルは以下の
ようにディージーチェーン接続とします。

マスタ

スレーブ

スレーブ

スレーブ

スレーブ

DSU6000 (MLD)と foobar2000 の組み合わせでマルチアンプ
DSU6000 はマルチチャンネル出力を 2ch 毎に独立して PCM 光デジタル出力する MLD 機能を搭載してい
ます。ここには foobar2000 のチャンネルデバイダプラグイン（無償）によって周波数分割された信号
を割当て可能で、下のようなデジタル接続によるマルチアンプを構築できます。（チャンネルデバイダ

プラグインの使い方は PURE SPEED の Web サイトの foobar2000 パーフェクトガイドをご参照ください）
foobar2000+
チャンネルデバイダプラグイン
マルチアンプ対応
3way スピーカー

UIA5200X3(アンプリンクで連動)
ツイータ
DSU6000(D)
High

Mid

ミッドレンジ

Low
MLD 接続
（光デジタル）

ウーハー
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DSU6000 (MLD)との組み合わせで Dolby/DTS
DSU6000 はマルチチャンネル出力を 2ch 毎に独立して PCM 光デジタル出力する MLD 機能を搭載してお
り、DolbyDigital や DTS 等マルチチャンネルサラウンド音声を割当てられます。DolbyDigital や DTS の基
本は 5.1ch (7.1ch や 9.1ch もあるが複雑なので 5.1ch にて解説) ですが、ピュアオーディオスピ―カー
を持っていれば、音像定位が良いのでセンタスピーカーは不要ですし、高品位な低音が再生できるので
サブウーハーも不要です。5.1ch からサブウーハーとセンタースピーカーをなくして、これらの音をフ
ロントスピーカーにダウンミックスした再生方法を 4.0ch といいますが、以下はその 4.0ch のサラウン
ドシステムを DSU6000 と UIA5200 で構築した場合の構成図です。
DolbyDigital/DTS 対応
プレーヤーソフト

UIA5200X2(アンプリンクで連動)
DSU6000(D)

フロント
L/R
MLD 接続
（光デジタル）
Ls/Rs

スピーカーの配置は右の通りです。L/R は±30°、
Ls/Rs は±110°の角度で設置します。センタス
ピーカーを加える場合には 0°、バックサラウン
ドサウピーカーを加える場合±142.5°の位置
にスピーカーを加えます。±5°程度の誤差が理
想です。

サラウンド

-30°

+30°

2. リモコン
UIA5200 の操作は、入力切替と音量調整だけです
が、4 キータイプのリモコンが付属します。リモ
コンは距離 15m 角度±35°まで受信できる超高
感度タイプなので、なかなか反応しない、とい
った事がありません。ボタンはシンプルな 4 キ
ーで大型なので使いやすいです。

-110°

+110°

3. プロテクション
パワーアンプの保護
①過電流検出回路 保護回路は右の構成の通りです
過負荷・短絡検出は、出力電流を計測し、一定以上
の電流が流れたら、ヘッドホンおよびスピーカーを
遮断します。出力遮断にかかる時間は 20msec と高速
です。過電流の解消で、すみやかに保護を解除する
ので、ヒューズ交換などの手間が不要です。過電流
保護は温度が上昇するほど、条件を厳しくするよう
（※出力遮断までの 20msec で破損することも考えられます。出力短絡は絶対に避け
設計されています。

てください）
②DC 検出回路 DC（直流）が一定値以上になった場合、ヘッドホンおよびスピーカーを遮断します。
③ポップ音除去 電源投入時のポップ音が出ている間、ヘッドホンおよびスピーカーを遮断します。

その他の保護
全ての入力端子には、過電圧保護用のクランプ回路、サージ鈍化回路が実装されます。また電源には過
電圧(110～130%)保護、過負荷保護回路が搭載されます。
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4. ヘッドホンの音量差を均一化する
UIA5200 は、モノリシックオペアンプの使用で DC 漏洩電圧が少ないので、パワーアンプをヘッドホン
アンプと兼用し、コストを集中することで高音質化を達成しています。ヘッドホン出力は、負荷インピ
ーダンスによる自動レベルシフトが組み込まれており、低インピーダンスで大音量になりやすい場合小
振幅、高インピーダンスで小音量になりやすい場合には大振幅になり、音量のバラツキを抑えます。

5. ライン入力
ライン入力は、バランス変換されて、電子ボリュームの前段に加えられます。

6.諸元性能
◇ 高調波歪率（f2+f3+f4+f5）／USB-I2S 入力 96KHz→スピーカー8Ω（抵抗負荷）

◇ 高調波歪率（f2+f3+f4+f5）／USB-I2S 入力 96KHz→ ヘッドホン 44Ω（実負荷）
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◇ 周波数特性／USB-I2S 入力 96KHz→ スピーカー8Ω（抵抗負荷）

◇ 定格出力

：45W+45W (8Ωスピーカー)
：850mW+850mW (160Ωヘッドホン)
：530mW+530mW (44Ωヘッドホン)
：250mW+250mW (16Ωヘッドホン)

◇ 位相特性

：20Hz +9.1°

◇ S/N 比

：96.4dB (出力 1W/8Ω、A ウェイト、USB 入力)
：112.5dB (出力 40W/8Ω、A ウェイト、USB 入力)

◇ ダンピングファクタ

：83

◇ ゲイン

：24.4dB (ライン ⇒ スピーカー端子 インピーダンス 8Ω)
：17.8dB (ライン ⇒ ヘッドホン端子 インピーダンス 160Ω)
：10.2dB (ライン ⇒ ヘッドホン端子 インピーダンス 44Ω)
：2.6dB
(ライン ⇒ ヘッドホン端子 インピーダンス 16Ω)
：6.3dB
(パワーアンプ単独)

(出力 40W/8Ω/1KHz)

◇ 定格入力

：2Vrms (ライン)

◇ 入力インピーダンス

：51.7KΩ (ライン)

◇ 負荷インピーダンス

：4～64Ω（スピーカー）
：16～640Ω（ヘッドホン）

◇ サンプリング周波数

：光デジタル入力(optical1/2)、同軸デジタル入力(coaxial)
44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,196KHz（16/24Bit）
：USB
44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,176.4KHz,196KHz（16/24Bit）
（176.4KHz は 16Bit のみ）
2.8224MHz(DSD64 /Windows のみ)
5.6448MHz(DSD128 /Windows のみ)

◇ 消費電力

：28W (無入力時)／135W（電気用品安全法）

◇ 寸法・質量

：W310 X H73 X D225mm (スピーカー端子・ノブ含まず)
：W310 X H73 X D273mm (スピーカー端子・ノブ含む)
：2.9Kg
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7.ブロックダイアグラム
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株式会社サヤ
〒272-0035 千葉県船橋市本中山 4-1-2
TEL 047-335-0644

FAX 047-336-6109

http://www.saya-net.com
http://saya-audio.com/
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