PS-UNIT2
ユニットアンプ取り扱い説明書

PURE SPEED

1.概要
PS-UNIT2 は以下の特徴を持つ、シングル・ディスクリート・バッファアンプです。
シンプルな高耐圧・無帰還バッファーアンプ
無帰還でありながら8Ωの低い出力インピーダンスを実現
無帰還でありながら1KHz0.00005%,20KHz0.00017%(1〜7Vrms)以下の低歪
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

2.基本仕様
：51×43.5
：0〜45℃ (動作時) −35〜85℃ (保存時)
：10〜90%RH(動作時：結露なきこと)

寸法
周囲温度
湿度

3.インターフェース
PS-UNIT2 は以下の 2 箇所のピンヘッダーで、外部回路と接続します。ピンヘッダは下部に実装されていますので、ベース基板など
に、上から挿し込むように実装します。基板上にピンアサインが記載してあります。JP1 は 10 ピン、JP2 は 6 ピンです。
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PURE SPEED
ピンヘッダは 2.54mm ピッチ以下の品種が使われます。
JP1
HIF3H-10PB-2.54DSA(71)
JP2
HIF3H-6PB-2.54DSA(71)
受け側のソケットは
JP1
HIF3H-10DA-2.54DSA(71)
JP2
HIF3H-6DA-2.54DSA(71)
となります。（ピンさえしっかり挿入通ればソケットは自由です）
JP2
ピン番号

名称

内容

1

GND

グラウンド

2

VIN

入力

3

GND

グラウンド

4

VIN

入力

5

GND

グラウンド

6

VIN

入力

JP1
ピン番号

名称

内容

1

VOUT

出力

2

+B

+側電源端子

3

VOUT

出力

4

+B

+側電源端子

5

GND

グラウンド

6

未使用

未使用

7

GND

グラウンド

8

-B

-側電源端子

9

GND

グラウンド

10

-B

-側電源端子

4.接続
4.1 電源
PS-UNIT2 は、安定していて、インピーダンスの低い電源を供給する必要があります。電源は正負 2 電源方式のみに対
応しています。単電源での使用はできませんので、ご注意ください。電源電圧は±8V〜±55V ですが、ヘッドルームが
5.5V あるので、±8V 時には±2.5V 程度の振幅しか取れません。PS-UNIT1 は高いPSRR を有していますが、外部
電源は必ずレギュレータを通してください。非安定化電源は、軽負荷時には、電源電圧がとても高くなる可能性があり、
過電圧のリスクがあります。逆に高負荷時には、リップルノイズが大きくなり、ハムノイズがリークする可能性があります。レギ
ュレータの使用は、パフォーマンスと安全性を向上させます。

4.2 負荷
PS-UNIT2 の出力段のアイドル電流は約 8.5mA です。出力段を純 A 級動作させるには、最大出力電流を4.25mA
以下に抑えてください。例えば、振幅±10V（7Vrms）であれば、負荷は 2353Ω以上必要です。これ以上の負荷抵抗
が小さくなったり、出力電圧が大きくなった場合、AB 級動作に遷移します。また PS-UNIT1 は無帰還なので A 級動作
範囲であっても負荷が軽いほど歪みが小さく、負荷が重いと歪み率が悪化します。

4.4 入出力
[過入力保護回路]
推奨の入力回路を右図に示します。R1 と2 つのダイオードは、過電圧保護回路
です。入力電圧を電源電圧+0.5V 程度にクランプします。R1 はクランプ時の電
流を制限する抵抗で、平均電流を 1mA 以下に抑えるようにします。R1 は過剰
だとS/N が悪化します。PS-UNIT2 の電源がオフ、前段の電源がオンの場合な
ど、長時間過電圧がかかる場合、R1 を大きくしなければならず S/N が悪化する
ので、リレーやアナログスイッチで入力を切り離すなどの対策を組み合わせ、R1 を
小さくすべきでしょう。また大きなサージ電圧をギャランティするには R2 にガスアレス
タやコンデンサを並列接続するなどの対応が必要です。
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[入力抵抗]
R2 は入力抵抗です。入力が開放された場合や、カップリングコンデンサなどで直
流の電流経路が遮断された場合、PS-UNIT2 の入力電流はここを経由としま
す。信号源が内部回路にあり、PS-UNIT2 が前段のアンプで低インピーダンス駆
動される場合 R2 は不要です。

[出力]
出力の短絡は禁止です。出力が短絡される恐れがある場合には、定格の最大出
力電流で、電流を制限できるよう、出力ラインに短絡保護抵抗を入れてください。
ヒューズでは溶断に間に合わずPS-UNIT2 が破損してしまいますので、短絡保護
にはなりませんのでご注意ください。

[入力等価回路]
右図の通り入力には47pF のコンデンサが内蔵され、信号源のインピーダンスが高
いと周波数特性が悪化します。

5.性能
（条件 ： 温度 30 度、電源電圧±50V、負荷 10KΩ+10pF、）
指定なき値は typical 又は代表値
[直流性能]
入力オフセット電圧
入力オフセット電圧温度ドリフト
入力バイアス電流
入力バイアス電流温度ドリフト
[雑音性能]
入力概算雑音電圧

±10mV
±40mV(max)
±222μV/℃
±202nA
±7.33nA/℃

入力概算雑音電流

3.1nV√Hz
3.2nV√Hz
3.852nA√Hz

[入出力電圧・電流の定格]
＋側最大入力電圧
−側最大入力電圧
＋側最大出力電圧
−側最大出力電圧

レギュレーター出力電圧−2V
レギュレーター出力電圧＋2V
レギュレーター出力電圧−5.5V
レギュレーター出力電圧＋5.5V

最大出力電流(DC)

[交流性能]
周波数特性(-3dB)
スルーレート
[電源性能・定格]
電源電圧
消費電力(入力短絡)
PSRR

(1KHz)
(0.1Hz)
(1KHz)

0.025A (電源電圧 50V)
0.04A (電源電圧 25V)
0.05A (電源電圧 15V)
DC〜6.58MHz
294V/μs
±8V〜±55V
12mA
100Hz 79.7dB
1KHz 82.6dB
10KHz 109.6dB
100KHz 154.8dB
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周波数特性

PSRR
(LC 式のパッシブ電源フィルタが内蔵され、高域のPSRR が高い)
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6.回路の解説
アンプ部分の簡略回路図を以下に示します。PS-UNIT2 は、スルーレートの対称性、電
源変動抑圧比、ゲイン、雑音性能に優れた全段上下対称回路です。バッファアンプなの
で、ゲインは1 倍で、インバーテッド・ダーリントン接続のエミッタフォロワによる無帰還構成で、
大きなアイドル電流を流しながら、入力バイアス電流は低く抑えられています。また、初段の
コレクタを2 段目のエミッタに接続することで、カスコードブートストラップを構築し、入力容量
の変調に伴う歪みを低減しています。さらにカスコード接続の電流源、LC 式のパッシブ電源
フィルタの内蔵等により電源変動に強い設計です。高耐圧の部品で構成され、±55V の
電源電圧をギャランティできます。
[出力インピーダンスの影響]
無帰還バッファアンプは、出力インピーダンスが高いため、幾つかのアプリケーションで注意が
必要です。以下は 3 次アクティブフィルタで、アンプ部分はゲイン1 倍で済む為、必ずしもオ
ペアンプは必要ではなく
、無帰還のバッファアンプで代用できます。
PS-UNIT2 簡略回路図

しかしこうしたアクティブフィルタは、アンプの出力インピーダンスが遮断特性に影響を与えます。そこで PS-UNIT2 は出力インピーダン
スの低減を心がけ、通常 100〜50Ω程度ある出力インピーダンスを8Ωにまで引き下げています。下図は、上の 3 次アクティブフィ
ルタを、オペアンプによる全帰還バッファ（黒線）
、PS-UNIT2（赤線）、出力インピーダンス 55Ωの無帰還バッファ（青）で構成した場
合の比較です。同じ無帰還であってもPS-UNIT2 は、出力インピーダンス55Ω品に比べ 6dB ほど遮断特性が改善しています。
但し、全帰還バッファには及びません。オーディオ用途（チャンネルデバイダやアンチエイリアスフィルタ）では、この特性でも十分ですが、
計測機器では問題になる場合があります。

[特徴]
PS-UNIT2 は、10KΩ以上の軽負荷で、極めて低い歪み率、高い S/N 比が特徴で、高い電源電圧にも耐えることができます。
反面、オフセット電圧が大きい点は注意が必要です。従って、PS-UNIT2 はオーディオ回路向きで、直流を扱う計測回路には適し
ません。またオーディオ回路であっても、大きなオフセット電圧は伝送すべきではありませんから、DC サーボ、カップリングコンデンサ、オフ
セット調整（外部）によって、直流をカットする必要があります。カップリングコンデンサは、PS-UNIT2 の性能をスポイルしないよう、フィ
ルムコンデンサの使用が最適です。
[応用]
アクティブフィルタ、バッファアンプ
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7.注意事項
7.1 一般禁止事項
高温、多湿、急激な温度変化（結露）、静電気、腐食性ガス（強酸、強力アルカリを含む）、導電性の粉塵、振動、基板へのストレス、
衝撃、過電圧、逆電圧、短絡、出力端子の過負荷や出力同士のショート、紫外線よりも短い波長の電磁波を大量に浴びせる事、カ
ビ、強電界・強磁界など、電子機器にとって有害な環境での使用を避けて下さい。このような状況下における使用は、保証外、サポート
対象外になります。また、システムへの組み込みの際には、十分な検証を行って下さい。

7.2 本仕様書の扱い
＜製品との相違＞
本仕様書は、ご利用者が理解しやすいよう努力しておりますが、万一、本仕様書と製品が異なる場合には、製品を優先させていただき
ます。また、本仕様書の主観的解釈の可能な個所についても、同様に、製品を優先とさせていただきます。
＜品質と機能＞
本製品の品質および機能が、ご利用者の使用目的に適合することを保証するものではありません。従って、本製品の選択導入はご利
用者の責任でおこなっていただき、本製品の使用や、その結果の直接的または間接的ないかなる損害についても同様とします。従って、
システムに組み込む場合、十分な検証を行って下さい。
＜バージョンアップ＞
仕様書のバージョンアップや修正などを、ホームページ、メール、CDROM の配布等の何らかの手法で提供いたします。ただし、弊社の諸
事情により迅速な対応がとれない場合もあります。また、これらは、その遂行義務を弊社が負うものではありません。

7.3 長期の保存
本製品を長期保存なさる場合、結露やダンボールから発生する硫化水素ガスなどによって、短期間に腐食する場合が有ります。これを
防ぐには、結露しない環境に保管し、かつ腐食性ガスを遮断できるようにビニールなどでパッケージングして下さい。また、長期保存後は、
２〜３時間のエージングをなさってから使用して下さい。

7.4 総合信頼性試験等
本製品は、上位の装置に組み込まれて動作します。このため、温度サイクル、静電破壊などの諸条件に対する能力は、組み込まれる装
置全体によって、大きく左右されます。また、使用環境の温度、湿度、温度変化、通風状況、粉塵状況、電磁波状況、振動によっても
必要な環境適応能力は異なってきます。ゆえに、これらシステム上での信頼性を要求される場合には、別途総合試験を行なって、仕様
環境に耐えうることを確認してください。

7.6 用途
本製品を輸送機器(自動車、列車、船舶等)、交通信号制御、防災・防犯設備、航空機、宇宙機器、潜水艦、海底中継機器、原
子力発電所、軍事機器、人命に直接関わる医療機器などの極めて高い安全性を要求される用途へのご検討の際には、弊社までご連
絡下さい。
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