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Technology
■ PURE SPEED のために開発された超低歪、
超低雑音・高速広帯域ディスクリートオペア
ンプモジュ－ル「PS-UNIT1」（最小歪率 0.2ppm
以下、雑音密度 0.8nV/ √ Hz）を全シグナルパ
ス（信号経路）に使用。

■ SC1000 のシグナルパスは、アクティブボ
リュームやトーンコントロール、ダウンミッ
クス機能などを組み込んだ、わずか 2 個の
「PS-UNIT1」のみ。
※ IC オペアンプはシグナルパスに入りません。

■ボリュームファンクションは、2つの「PS-
UNIT1」可変ゲインアンプで、ローインピーダ
ンスアッテネーターを挟み込む構造。アンプ
とアッテネータのゲインを最適制御すること
で S/N を追い詰めています。
※無駄な増幅と減衰を廃することで高 S/N を実現する。

■強力なドライブ能力を誇る「PS-UNIT1」に
よって、ボリュームを含め、回路全体のイン
ピーダンスを 1/10 ～ 1/30 に低減。大幅な低
雑音化を実現しました。（※雑音は回路イン
ピーダンスが低いほど下がるため）

■歪の大きな半導体スイッチを全廃し、全て
のスイッチ素子を、歪の発生しないリードリ
レーに置き換えています。（※半導体スイッチ
には、オン抵抗・オフ抵抗・オフ容量が信号
電圧で変調して歪が生じる）

■ 160VA の R コアトランス＋ 65400uF の大
容量キャパシターを投入した強力な電源部は、
オーディオ、ロジックコントロール、ビデオ、
デジタルでそれぞれ回路は絶縁され、回路間
の干渉を防ぎます。

Function
■ シグナルパスの単純化を優先するあまり、
軽視されがちであったトーンコントロールや、
ラウドネスコントロールの重要性を見直し、
しっかり作り込みました。これらの機能を追
加しても、シグナルパスの変わらない巧妙な
設計で、音質劣化がありません。

■トーンコントロールは 11 ステップ、ラウド
ネスコントロールは 8ステップあります。
ボリュームを絞ると急激に周波数特性が変わ
る従来のラウドネスに変わり、緩やかにラウ
ドネス効果を高める自然なラウドネスを搭載。

■リモコン側で 3 段階、本体ボリュームで 2
段階の加速度オペレーション式の 575 ステッ
プボリュームコントロール。繊細なボリュー
ム微調整が得意です。最大 8チャンネルのバ
ランスコントロールも兼ねた設計で、シグナ
ルパスを単純化しています。

■ 5.1CH を 4CH サラウンド再生に変換するダ
ウンミックスは、抵抗マトリクス方式。アク
ティブ式と違い歪が発生しません。

■ 1チャンネル単位で、回路を 1枚の基板に
集積し、これをマザーボードに必要チャンネ
ル数ビルドインする、チャンネルカードコン
ストラクションを採用。信号経路はチャンネ
ルカードの外に出ない構造なので最短です。
■マザーボードからの制御信号はチャンネル
カード内で絶縁される構造なので、最高のチャ
ンネルセパレーションを誇ります。

ピュアオーディオ最高峰の性能と、マルチチャンネル機能を併せ持つ、
待望のコントロールアンプ。ソースの情報を ppmオーダの精密さで再
現するハイクオリティな音質と、圧倒的な空間表現力を持ったサラウン
ド方式がかつて体験したことのない感動領域へ誘います。

Multi  channel control amplifi er



SC1000 全体構成

タイプ チャンネル数

SC1000-8 8 チャンネル
SC1000-6 6 チャンネル
SC1000-4 4 チャンネル
SC1000-2 2 チャンネル
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Construction
■多くのオペレーションをリモコン操作とす
ることでシンプルで洗練されたエクステリア
を実現。

■大規模な高性能回路は、小型面実装部品の
採用やモジュール化などにより、コンパクト
にパッケージング。ピュアオーディオ最高峰の
スペックとマルチチャンネルチャンネルを両
立していながら、一般的なステレオコントロー
ルアンプのサイズに収まっています。

Variation
■搭載するチャンネルカードの数量で、標準的
な 6ch のほか、ピュアオーディオ向きの 2ch、
バックサラウンドを追加した 8ch、ソース側で
ダウンミックスすることを前提とした 4chの 4
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Technology
■ PURE SPEED のために開発された超低歪、
超低雑音・高速広帯域ディスクリートオペア
ンプモジュ－ル「PS-UNIT1」（最小歪率 0.2ppm
以下、雑音密度 0.8nV/ √ Hz）を全シグナルパ
ス（信号経路）に使用。
※チャンネルデバイダ使用時には 1～ 2段の「PS-UNIT2」
を通過します。

■「PS-UNIT1」にクロスオーバー歪、スイッ
チング歪が発生しない「純Ａ級」5パラレル
MOSFET パワーステージを追加。パラレル数
は多すぎると速度が低下、少ないと裸特性が
悪化しますが、SP2000 では最適値 5パラレル
を導き出して、歪率を最小にしています。

■ パワー MOSFET をカスコードブートスト
ラップ接続することで、信号電圧による動作
インピーダンスの変調を防いで歪率を低減。

■ パワーMOSFET には温度係数があり、アイ
ドル電流を決定するバイアス電圧は温度や素
子のバラツキにより最適値が異なります。従
来はバイアス回路素子と、出力素子を近傍配
置する熱結合によって、擬似的に温度を検出
して最適値を導き出していましたが、この方
法は安定性や精度が良くありません。SP2000
では、アイドル電流を電気的に検出してバイ
アス電圧をフィードバック制御する新しいデ
ザインを採用。安定性、精度が桁違いに優れ
ています。

■ 大出力 A級アンプの小型化を可能にした冷
却機構は、大容量のヒートシンク、ディンプ
ルと植毛を施した静音ファン 4器による効率
の高いもので、温度センサに連動してエアフ
ローを決定する感温式です。効率が高いので

エアフローが少なくて済み、ファンノイズが
最小に抑えられます。運用時の騒音レベルは、
暗騒音 27.5dB 程度のリスニングルーム、軸
上 1.5mの計測で、ローパワーモードで 0.5 ～
1dB、ノーマルモードで7.5dBの増加です。ロー
パワーモードであれば、ファンが回っている
ことすら気づかないほどの低騒音設計です。

■ 回路インピーダンスを 1/5 ～ 1/10 に低減し
低雑音化を推進しました。（※雑音は回路イン
ピーダンスが低いほど下がるため）

■ 歪の大きい半導体スイッチを全廃し、全て
のスイッチ素子を、歪の発生しないリードリ
レーに置き換えています。
※半導体スイッチには、オン抵抗・オフ抵抗・オフ容量
が信号電圧で変調して歪が生じる。

■ 640VA の R コアトランス、193800uF の大
容量キャパシター、8機のトロイダルチョーク
コイルをおごった強力な電源部は、8系統独立。
特にパワーステージ用の電源部には、2段π型
電源を導入し、大きな充電電流を分散して力
率を改善するとともに、電源リップルに含ま
れる高調波成分を大幅に軽減します。

■グラウンドループノイズが発生しないツイ
ンモノーラル構成です。

■チャンネルデバイダ部分のアンプには、低
出力インピーダンス・無帰還・異極性ダー
リントン A 級 -SEPP バッファーアンプ「PS-
UNIT2」を採用。カスコードブートストラッ
プ接続、定電流回路へのカスコード接続など
により、無帰還でありながら 1KHz0.5ppm、
20KHz1.7ppm(1 ～ 7Vrms) 以 下 の 低 歪 率、
136.6dB(A ウェイト ) の高 S/N を実現。「PS-
UNIT1」内蔵の安定化電源で動作させています。

大海の 1滴の再現にもこだわった、インテリジェンスな純 A級動作と
スピーカーを完全にハンドリングする妥協なきメカニズム。
ツインモノフォニック、アイドル電流安定化機構、感温式の冷却機構、
チャンネルデバイダ内蔵、2段π LC電源。
熟成されたパッケージングを実現した究極のパワーアンプです。



SC2000 全体構成
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2 段π型電源

簡略化した
PS-UNIT2 の回路構成

PS-UNIT2
Construction
■ 小型面実装部品の採用、回路のモジュール化、効率的
な冷却デザイン、瞬間パワーの大きな Rコアトランスな
どの採用などにより、クリッピングパワー 105WX2、純
A級動作範囲 76WX2 の大出力パワーアンプであるにも
関わらず、40Kg を下回る小型軽量化を実現しました。

Function
■ スロープ特性 -6dB/oct 又は -12dB/oct のローパス、
ハイパス、バンドバス対応のチャンネルデバイダ内蔵

■ 12 ステップのNF式ゲイン切り替え

■ クリッピングパワー 105W、A級動作範囲 18Wロー
パワーモードと、クリッピングパワー 105W、A級動作
範囲 76Wのノーマルモードの 2段階切り替え。ローパ
ワーモードでは、消費電力とファンノイズが大幅に低減
されます。
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高速・低歪・低雑音ユニットアンプ

PS-UNIT1　SC1000/ SP2000 搭載
PURE SPEED の高性能を支えるバックグラウンド
は、超低歪、超低雑音・高速広帯域ディスクリー
トオペアンプモジュ－ル「PS-UNIT1」です。PURE 
SPEED の由来である、極限に追求された裸特性
（PURE）と、高速広帯域 (SPEED) は、まさに「PS-
UNIT1」の設計哲学そのものです。

■「PS-UNIT1」は、高速広帯域アンプ実現の上で
最もシンプルな手法、即ち 1段増幅を採用。この
方式は位相回転が少なく、広帯域で大きな NFB を
掛けることが出来るため、雑音と歪率を低減する上
で有利です。1段増幅にも色々な方式がありますが
「PS-UNIT1」は差動入力・電圧帰還型です。この方
式は、直流安定性、2次歪で有利なほか、NFB 回路
上にトーンコントロール等の機能をビルドインで
き、シグナルパスを複雑化せずに、様々な機能を搭
載できます。

■ 入力部は 2 パラレル FET 差動対称回路で、カ
スコードブートストラップ、異極性ダーリントン
フォールデッドカスコードを組み合わせ 1段電圧

増幅回路を形成します。これを FET と 2 パラレル
トランジスタによるダーリントン・カスコードブー
トストラップ付き A級 -SEPP バッファを通して出
力します。この構成は、電圧増幅段の負荷が軽く、
トランジスタの電極間インピーダンスが信号電圧に
より変調しないので、優れた裸特性と大きなGB積、
大きなDCゲインを実現でき、現代の測定技術の限
界に迫る低歪率を実現します。

■ 電源雑音除去比、スルーレート対称性などの諸
特性で有利な全段上下対称コンプリメンタリ A級
プッシュプル構成です。

■ 動作電流はダーリントンカスコード付きの高精
度定電流回路により生成され、信号電圧や電源電圧
の影響を受けず安定です。

■ カスコードブートストラップや定電流回路、出
力段などに必要なバイアス電圧は、雑音源にならな
いよう、定電圧回路とフィルタコンデンサにより構
成されます。

■ 「PS-UNIT1」はレギュレーター（安定化電源）一
体型アンプです。アンプとレギュレーターを一体化
することで、回路間の干渉を抑え、最高のチャンネ

■最高峰のアンプに求められるもの
　オーディオアンプが扱う音楽情報は、周波数スペクトルと、位相情
報を持った電気信号に他なりません。電気信号でこれ以外の情報を伝
達することは不可能であり、音像定位、空気感、臨場感、ディティー
ル、きつさ、スケール感など様々な表現は皆これらの一部を表現した
ものにすぎません。それ以上でも、それ以下でもなく、アンプの使命は、
この 2つを精密に伝達することです。
　ではこの『精密に伝達する』の精密さとは、どの程度でしょうか。
今日多くのソースは 16bit のデジタル信号として記録されていますが、
これは 15.3ppmの分解能に相当します。この分解能を生かすには、そ
の 1/2 以下である 7.6ppmの精度が最低必要になります。しかしスピー
カーはおろか、アンプやD/A コンバータですら、この精度を達成する

のは簡単な事ではありません。
　こうした状況が改善されないまま、ハイビット化や、デジタルオーディ
オワークステーションの開発が進み、真の 16Bit のコンテンツ製作も可
能になりつつあります。PureSpeed ブランド・フラッグシップの目標は、
この 16Bit 精度を十分再現することにあります。
　最終的にはスピーカーを含めた目標と考えていますが、最もカラフ
レーションを少なくできるパートがアンプですから、アンプの性能は、
全可聴帯域で 16Bit 精度を上回る性能を目指し、タイムアライメントエ
ラーは 50Hz 以上において 30 μ sec 以下、チャンネルセパレーションは
130dB 以上を目指しました。

ルセパレーションを実現します。配線長も最短なの
で電源インピーダンスが低く 3次歪の面でも有利
です。

■ 内蔵レギュレーターは、差動・カスコードブー
トストラップ・ウィルソンカレントミラー負荷の電
圧増幅段と、FET ＋トランジスタによるダーリント
ン出力段による構造で、広い帯域で電源変動抑圧比
が高い構造です。さらに温度ドリフトを 80ppm/℃
以下に抑えた高い精度を有します。

■ 多層基板、両面実装、小型の部品などにより高
速化・小型化を実現。

■ 最小歪率 0.2ppm 以下、雑音密度 0.8nV/ √
Hz、DC ゲ イ ン 128 ～ 147dB 以 上、GB 積 200
～ 300MHz、電源雑音除去比 171dB 以上 (DC ～
20KHz) の超高性能を実現。

堅牢なシャーシー
　SC1000、SP2000 は、フロント 26mm、トップ
5mm、サイド4mmの肉厚アルミ削り出しパネルと、
2mm厚スティール製モノコックフレームの合わせ
構造で、制振性、雑音遮断効果の高い設計です。

What's PureSpeed   -Philosophy
まだ誰も到達したことのない領域へとリスナーを誘うことが「最高峰オーディオ」を目指す PureSpeed の宿命と考えます。
「至高の音」「最高の音楽」をリスナーにとどけるオーディオ機器には、わずかの妥協もあってはならないと考えます。
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パッシブパーツ
　シグナルパスに使用するコンデンサは、原理的に
歪が殆ど発生しないポリプロピレンフィルムコンデ
ンサ及びマイカコンデンサのみ。抵抗も温度特性の
優れた金属箔精密抵抗、薄膜抵抗の多用し、熱変調
歪とエクセルノイズを低減。

簡略化した PS-UNIT1 の回路構成

■回路、試聴モデルの徹底した研究
　PureSpeed は、トリッキーで安定性の悪い回路や、風聞だけで音質
が良さそうだとされる裏付けなき回路は使いません。PureSpeed で採
用する回路は、シミュレーション、計測、ヒアリングの全ての点で、
その優位性が実証されたもののみです。
　弊社のコンピュータには、これまでのオーディオで使われてきた、
膨大な回路モデルが蓄積されており、それぞれの長所、短所などが一
目瞭然で、こうした中で、回路の方向性を探ってきました。また聴覚
モデルの研究を進め、位相認識、主観の影響、集中力の影響、音楽ソー
スの影響、音像定位の正体、残響や音量の影響などについて膨大な基
礎データを収集し、製品開発に活用しています。

■これからはマルチチャンネルの時代
　ピュアオーディオスペックで、サラウンド・ホームシアターを楽し
んだことはあるでしょうか。一度体験したらやめられないでしょう。
そのくらいのインパクトがあります。オーディオ機器は、これまで『ス

テレオ』が主流でしたが、SACD、DVD、Bluray の普及で『マルチチャ
ンネル』コンテンツが定着しつつあります。スピーカーの場合『ステレオ』
『マルチチャンネル』で共有できる製品がありますが、アンプとなると『ス
テレオ』系のピュアオーディオアンプと、『マルチチャンネル』系の AV
アンプは別世界です。
　PureSpeed は、最高峰の性能を有するピュアオーディオアンプを、マ
ルチチャンネル化するシンプルな方法で、これら 2つの世界を融合す
ることを実現しました。複雑で膨大な機能を盛り込んだ、雑音源の多い
AV アンプで、ピュアオーディオの性能を目指すのは泥沼になると考え
たからです。

■音楽で幸せになろう
　多少難しい話をしましたが、オーディオの目標とすることは、音楽で
幸せになることだと思います。是非、PureSpeed と素敵な音楽で幸せを
手に入れてください。

代表・開発責任者　横田昭寛

PS-UNIT1



SC1000 性能

周波数特性
5Hz ～ 100KHz（-5.8dB）
20Hz ～ 20 KHz（-0.5dB）

入力インピーダンス 33.3K Ω± 0.5%

出力インピーダンス
250 Ω± 0.1%　（ダウンミックスON時）
240 Ω± 0.5%　（ダウンミックスOFF 時）

最小負荷インピーダンス 2k Ω（プリアウト）
低歪最大入力範囲 6.4Vrms（THD2-5=4ppm以下／ 20Hz-20KHz）
最大出力 9.3Vrms（ノンクリップ限界）
高調波歪率　

※2～ 5次の合計、
ボリューム位置 -34.6dB

0.6ppm（1.0Vrms 以下 /20 ～ 20KHz）
1.4ppm（5.0Vrms 以下 /20 ～ 20KHz）
3.8ppm（6.4Vrms 以下 /20 ～ 20KHz）

S/N 比　　※Aウェイト

※ボリューム位置 -27.31dB

124.6dB （入力 6.4Vrms）
116.3dB （入力 2.5Vrms）

残留雑音（Aウェイト）

18.8uV（ボリューム位置 575）
7.8uV     （ボリューム位置 500）
5.8uV     （ボリューム位置 400）
2.2uV     （ボリューム位置 300）
2.0uV     （ボリューム位置 200）
1.8uV     （ボリューム位置 100 以下）

チャンネルセパレーション 130dB 以上 ( 測定限界 )

タイムアライメントエラー
20Hz ～ 20000Hz 820us 以下
50Hz ～ 20000Hz 10us 以下

最大ゲイン
21.1dB（ダウンミックスOff）
15.1dB（ダウンミックスOn）

トーンコントロールバス 11step+6.2dB ～ -3.8dB（50Hz）
トーンコントロールトレブル 11step+6.0dB ～ -3.6dB（10KHz）

ラウドネスコントロ－ル

※ボリューム位置 200

7：100Hz/6.6dB、20KHz/7.6dB
6：100Hz/6.4dB、20KHz/7.4dB
5：100Hz/6.1dB、20KHz/7.2dB
4：100Hz/5.8dB、20KHz/6.9dB
3：100Hz/5.1dB、20KHz/6.3dB
2：100Hz/4.1dB、20KHz/5.5dB
1：100Hz/2.4dB、20KHz/4.0dB

接続数
入力 5系統

出力
プリアウト 2系統 / レックアウト 1系統
※不平衡ライン音声とD端子映像のペア

電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 55W( 電気用品安全法 )、1.9W( 待機電力 )

外形寸法
幅 475.6　×　高 177.0　×　奥行 414.2mm
※ボリュームノブ・ジャック突出部分含まず

重量 19.8Kg
※歪率・雑音・S/N 比はダウンミクウスオフ、ラウドネスオフ、トーンフラットで測定

SP2000 性能

定格出力 (8 Ω )
76W× 2    （THD2-5=7ppm以下、20Hz-20KHz）
105W× 2（THD2-5=1%以下、20Hz-20KHz）

高調波歪率

※ 2～ 5次の合計

2.8ppm(28W以下 /20 ～ 20KHz)
6.2ppm(76W以下 /20 ～ 20KHz)
250ppm(100W以下 /20 ～ 20KHz)

歪率検査合格基準 20KHz60W0.0009%以下（2～ 5次の合計）

周波数特性

5Hz ～ 100KHz   （-4.6dB、最大ゲイン時）
20Hz ～ 20 KHz（-0.3dB、最大ゲイン時）
5Hz ～ 100KHz   （-2.0dB、最小ゲイン時）
20Hz ～ 20 KHz（-0.2dB、最小ゲイン時）

S/N 比
105.5dB (A ウェイト ,1W換算 , 入力開放 )
124.5dB (A ウェイト ,76W換算 , 入力開放 )
125.9dB (A ウェイト ,106W換算 , 入力開放 )

チャンネルセパレーション 130dB 以上 ( 測定限界 )

タイムアライメントエラー
20Hz ～ 20000Hz 170us 以下
20Hz ～ 20000Hz 28us 以下

ゲイン
※合計 12段切り替え

20.4dB、19.9dB、19.3dB、18.7dB、18.0dB、17.4dB、
16.5dB、15.7dB、14.8dB、13.8dB、12.6dB、11.2dB

チャンネルデバイダ周波数

20Hz,25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz,63Hz,80Hz,
100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,
315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz,
1000Hz,1250Hz,1600Hz,2000Hz,2500Hz,
3150Hz,4000Hz,5000Hz,6300Hz,8000Hz,
10000Hz,12500Hz,16000Hz,20000Hz
他特注可能

チャンネルデバイダスロープ -6dB、-12dB（-18dB も特注可能）
瞬間最大電流供給能力 35A
入力インピーダンス 21.1K Ω± 0.074%

負荷インピーダンス
2～ 16 Ω（推奨 6～ 8Ω）
※高性能を維持するには 4Ω以上のスピーカーを選んでください。

ダンピングファクター 800 (8 Ω負荷 )

電源
690W( 電気用品安全法 )
160W（稼動時 low-power モード）
4W（待機電力）

外形寸法
幅 475.6　×　高 209.0　×　奥行 523.5mm
※ボリュームノブ・ジャック突出部分含まず

重量 38.3Kg
※歪率、雑音の測定は low-power モード off、ゲイン 11.2dB

株式会社サヤ
〒273-0035 千葉県船橋市本中山 4丁目 1番 2-206 号
TEL：047-335-0644 　受付時間 10：00 ～ 18：00（日・祝日を除く）
FAX： 047-336-6109 　WEB：htt://www.saya-net.com/

※規格、特性、外観は予告無く変更することがあります。 ※掲載内容は 2010 年 5 月現在です。


