▼諸元性能
■定格出力
■定格入力
■入力インピーダンス
■ゲイン

56W+56W (8Ω)
2Vrms(Line) /10mVrms(MM) /1mVrms(MC)
47KΩ(Line, MM) /68Ω(MC)
29.6dB(Line) /72.6dB(MM) /92.1dB(MC)

■S/N 比(IEC-A)

97.6dB(Optical 1W) / 98.1dB(Line 1W)
108.8dB(Optical 56W) / 112.9dB(Line 56W)

■ダンピングファクタ 83～77(HIGH) 1.6(LOW)
■トーン
Bass 300Hz±4.5dB / Treble 3KHz±4.5dB
■ラウドネス
6.3dB/ 5.8dB/ 4.15dB/ 0dB
■セパレーション

104dB (UIA5000 Optical1W／1KHz)
114dB (UIA5500 Optical1W／1KHz)

■周波数／位相特性

3Hz-50KHz (-3dB) ／ 20Hz (+11.9°)

■消費電力

ハイバイアス（高品位）モード

UIA5600

83W（無信号）/209W（電気用品安全法）
低消費電力モード

31W（無信号）/157W（電気用品安全法）
■寸法
■重量

W467×H178.5×D346.2mm
17.0Kg

端子・ノブ含まず
■ UIA5500

光入力 → スピーカー出力の歪率特性

192KHz/24Bit
Universal
Integrated
Amplifier

USB2.0/3.0 supported OS

■ UIA5500

光入力 → スピーカー出力、低消費電力モード歪率特性
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Windows10 /64-32Bit
Windows8.x /64-32Bit
Windows7 /64-32Bit
WindowsVista /64-32Bit
WindowsXP
Mac OS-X Lion 10.7.x ~
Mac OS-X 10.5.7 ~

高出力(20m)リモコン付属

厳選された
高品位パーツを採用

ソースの持つ全ての情報をスピーカーに伝達できる究極のアンプ。
繊細な表現力、パワフルなダイナミズム、目の覚めるトランジェントが、

見て、操作して、聞いて、楽しむ・・・

聞き慣れたあの曲に、はじめて出逢ったときの感動を呼び起こします。

高音質と多機能は両立できる。

▼ユニットアンプ

▼コンストラクション

■ 全経路のアンプを統
DAC～パワーアンプまでの全経路を、高性能アン
プ、PS-UNIT6 で構成。全てのファンクションを
低歪 CMOS スイッチによるフルロジックコント
ロ－ルとして最短の配線を実現。

■ 全入力 192KHz24Bit サポート
USB 、 Coaxial2 系統、 Optical2 系統の全入力で
192KHz/24Bit をサポート。USB は DSD64/128/256
もサポートする。音質を左右する DAC はパラレル・
バランス構成とし、バックエンドに PS-UNIT6 を導
入して高性能を達成。

■ PS-UNIT6
現代の測定技術の限界に達する PS-UNIT6 は、①
コンプリメンタリ差動ダーリントン入力、②無歪
コンプリメンタルフォールデッドカスコード、③
無歪コンプリメンタリインバーテッドダーリン
トン A 級 SEPP バッファの構成です。これを DAC
～パワーアンプの全経路に使用することで
3ppm(20Hz～20KHz/1W)の超低歪率を実現。

▼豊富な機能
■ シングルボード

DAC・プリ・パワー・電源など主要回路を 1 基板
に集積。中央に電源と制御部を配して最短配線。

■ ダンピングファクター切り替え。
Low マイルドな真空管サウンド
High ハイトランジェント・源音再生

■ アンプリンクにより、最大 5 台 10ch の UIA5600
を連動可能。ボリュームに組み込まれた 10ch

ンプにはトーンコントロ－ルを埋め込み、信号経路
を複雑化せずに、高機能を実現。

■ 低歪・低消費電力 MFB パワーアンプ
少ない消費電流で低歪を実現する多重帰還型
(MFB)ClassAB パワーアンプを採用。本機の MFB は、
MOSFET パラレルプッシュプル出力段の電流帰還
ブースターを PS-UNIT6 で駆動し、ブースタと全体
の 2 ステージでフィードバックをかけるもの。
この構成は、消費電流を下げても性能が悪化しない
ので、Class-D アンプ並みの低消費電力モードを装
備しています。

■ パワーアンプディセーブル。本機を大容量
電源を持ったコントロールアンプに変貌さ
せます。
（プリアウト装備）

■ ±7Step トーンコントロール。

■ VGAT ボリューム&トーン
2 つの PS-UNIT6 可変ゲインアンプで、低インピー
ダンスアッテネーターを挟む VGAT ボリュームは、
無駄な減衰と増幅を抑え、高 S/N を達成します。ア

■ 2Vrms 入力設計
0.15V 程度の古い入力レベルを前提としたクラシカ
ルなアンプが多い中、標準的な 2V 機器を前提とし
たローゲイン設計。性能・音質に優れます。

■ 5Step オートディマー輝度切り替え。
操作後、一定時間経過すると設定した輝度
になるよう段階的に暗くしていきます。

のバランスコントロールも装備。
■ サンプリング周波数表示。

■ 多系統独立安定化電源
7 系 統 独 立 安 定 化 電 源 と デバイス 1 個単位
の電源フィルタで回路間の干渉と雑音を低減。出
力段には、大容量コンデンサ 6 個、低 ESR コンデ
ンサ 8 個を組み合わせ、出力素子と同一基板上に
近傍配置して瞬間電流供給能力を高めています。
■ 豊富な入出力

MC/MM フォノイコライザ、DC 漏れ電圧 450uV
未満のヘッドホンアンプ、バランス入力レシーバ
ー、プリアウト、デュアルスピーカーポストなど
充実した入出力をサポート。

■ フォノイコライザアンプ

フォノイコライザは PS-UNIT6 ではなく低
雑音オペアンプで構成。MC 入力は BJT 方式、
MM 入力は J-FET 入力と、信号源インピーダ
ンスに最適化。

UIA5600 は音質・性能を犠牲にすることなく、豊
富な機能を持っています。

■ 合理的な放熱設計・密閉構造
チムニー型と開放型の中間特性の放熱ブロック
でシャーシ上下を連結、放熱効率、剛性を向上。
埃の入りにくい密閉構造で信頼性も向上。

■ パワーアンプバイアス電流切り替え。低歪率を
の High Bias モードと、Class-D 並みの低消費
電力の Energy conservation モードを選択可能。
Energy conservation モードでもハイエンド
Class-A プリメインアンプ以上の性能です。

■ 小音量時の低高域の聞きにくさを解消す
る 4Step ラウドネス。急激な周波数特性の
変化を抑えるナチュラルカーブです。
■ モノスイッチ。

■ ダイレクトモード。トーンとラウドネスを
スキップします。

■

ヘッドホンを認識すると、パワーアンプを
シャットダウンして消費電力を抑えます。

