PS-UNIT6
ユニットアンプ取り扱い説明書

PURE SPEED

1.概要
PS-UNIT6 は以下の特徴を持つ、デュアル・ディスクリート・オペアンプです。
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

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
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段
BJT インバーテッド・デバイスダーリントン出力段
デュアルタイプ、垂直実装で、省スペース化が可能
アンプ単位のリップルフィルタ
超低歪み、低雑音、低入力バイアス電流
DC ゲイン142.3dB
GB 積 129MHz・スルーレート35V/μs
位相補償の調整可能
±24V〜±5V までの広い電源電圧範囲

※UIA5500 に使用されたPS-UNIT6 は
GB 積が169MHz,78MHz,65MHz,52MHz です。同等ではありません。

2.基本仕様
寸法
周囲温度
湿度

：57.8×26.8 (ピンヘッダ部分含まず)
：0〜45℃ (動作時) −35〜85℃ (保存時)
：10〜90%RH(動作時：結露なきこと)

3.インターフェース
PS-UNIT6 は、スペースを節約するため、基板を垂直（縦）実装します。そして10 ピンのピンヘッダーで、外部回路と接続します。ピ
ンヘッダは下部に実装されており、ベース基板などに、上から挿し込むように実装します。ピンアサインは上面透視で以下の通りになり
ます。ピンヘッダは 2.54mm ピッチ以下です。

1
2

9
10
ピン番号

名称

内容

1

GND

グラウンド

2

OUT1

アンプ1の出力

3

IN1-

アンプ1の−入力

4

IN1+

アンプ1の＋入力

5

+B

＋電源

6

IN2+

アンプ2の＋入力

7

GND

グラウンド

8

OUT2

アンプ2の出力

9

-B

−電源

10

IN2-

アンプ2の−入力

9-10
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4.接続
アンプ2

アンプ1

4.1 電源
PS-UNIT6 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。上図では±B とGNG に相当します。電源電圧は±
5V〜±24V です。PS-UNIT6 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-UNIT6 の出力段のアイドル電流は約 6.36mA です。出力段を純 A 級動作させるには、最大出力電流を
3.18mA 以下に抑えてください。例えば、振幅±10V（7Vrms）であれば、負荷は 3144Ω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。

4.3 位相補償
PS-UNIT6 は、以下のラグリード型の位相補償回路が内蔵されています。

内蔵の定数は、C1=68pF、R1=180Ω、C2=22pF でGB 積は 129MHz です。これらの定数は取り外して変更す
れば増減が可能です。C2=C1×0.33、R1 は 180Ωとした場合、GB 積から以下の式を使って、C1 を求めます。
GB 積(MHz)

= 7772 / ( C2(pF) - 1 )

[式 1]

実際のプリント基板では C1,C2,R1 は以下の部品番号になっています。
上図の番号
C1
R1
C2

基板上のアンプ1(Pin2-3-4)
の部品番号
C3
R11
C1

基板上のアンプ2(Pin6-8-10)
の部品番号
C4
R14
C2
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GB 積は大きいほうが、広帯域で大きな帰還量を確保できるので望ましいのですが、発振しやすくなるため、慎重な設計
が必要です。また発振マージンはゲイン以外にも、帰還回路、基板のパターン、負荷などの影響を受けます。こうした影響
を考慮するために、発振しない限界の位相補償容量を実験等で把握、十分なマージンを確保しておくことも重要です。よ
り大きな GB 積を実現するには、容量負荷補償の最適化、ポールゼロ位相補償の組み合わなどが考えられます。

[スルーレート]
位相補償が決まるとスルーレートが決まります。スルーレートも大きいほうが低歪みになります。
標準で内蔵されている位相補償では 35V/μs です。位相補償を変更した場合には以下の式に従います。
SR(V/μs)
=(3200÷(C2+C1))
[式 6]

アンプ2 位相補償
C2,C4,R14

アンプ1 位相補償
C1,C3,R11

4.4 入力、NFB
入出力とNFB を簡略化したのが下図です。R1 とR2 がNFB でGB 積よりも低い範囲のクローズドループゲインは以下
の通りです。
Gain
= (R1+R2)/R1
[式 9]

[進み補償]
C1 は、進み補償コンデンサです。過剰だと、C1 とPS-UNIT6 の入力容量の合成容量が、PS-UNIT6 の容量負荷に
なって発振の恐れがあります。このような場合にはC1 を小容量のと大容量の2 パラレルにして、大容量のコンデンサには直
列にダンプ抵抗を入れます。

[ポールゼロ位相補償]
C2、C3、R5、R6 はポールゼロ位相補償です。必ずしも必要ではありません。ポールゼロ位相補償では、ラグリード位相
補償を小さくして GB 積とスルーレートを大きくします。このままだと発振しますから、C2,R5 によって高域のゲインを上昇さ
せ、ゲイン交点を下げます。クローズドループ周波数特性は、ハイ上がりになるので、これをR6,C3 でキャンセルします。R6
とC3 はアンプの前に置くことも可能です。

[過入力保護回路]
R3 と2 つのダイオードは、過電圧保護回路です。入力電圧をレギュレーター出力電圧+0.5V 程度にクランプします。R3
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。2Vrms であれば、2.83KΩ以上
ですが、大きすぎるとS/N が悪化します。PS-UNIT6 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、R3 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、R3 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R4 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]
R4 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-UNIT6 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-UNIT6 が前段のアンプで低インピーダン
ス駆動される場合 R4 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-UNIT6 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。

4.5 デュアル構成の応用方法
PS-UNIT6 は、アンプが2 組あるので、ステレオ構成で使うことも可能です。しかしチャンネルセパレーションなどを最善にす
るには、モノラル構成で使い、2 組を同一チャンネルの異なる回路に割り振ったほうが高性能になります。

5.性能
（温度 30 度、電源電圧±16v、負荷 10KΩ、ゲイン1 倍、帰還抵抗 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
入力オフセット電流
入力オフセット電流温度ドリフト
DC ゲイン
[雑音性能]
入力概算雑音電圧
入力概算雑音電流
[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
最大出力電流(DC)
最大出力電流(Sin)
最大出力電流(Audio)
[交流性能]
GB 積
スルーレート
CMRR

[電源性能・定格]
電源電圧（給電端子）
消費電力(入力短絡)
PSRR

±3mV
±10mV (max)
±5.4μV/℃
±28.7nA
±649.5pA/℃
±1.807nA
±12.6pA/℃
142.3dB
4.5nV√Hz
4.5nV√Hz
1.8pA√Hz

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

電源電圧−6V
電源電圧＋6V
電源電圧−6V
電源電圧＋6V
7mA
(電源電圧 20V)
10mA (電源電圧 15V)
10mA (電源電圧 20V)
14mA (電源電圧 15V) ※実効値 0.707
70mA (電源電圧 20V)
100mA (電源電圧 15V) ※実効値 0.1
129MHz
位相補償を任意に設定した場合、GB 積の関係は式 5 による
35V/μs
位相補償を任意に設定した場合は式 6 による
DC
90.8dB
1KHz 63.9dB
10KHz 44.0dB
100KHz 24.0dB
±5V〜±24V
25.2mA
100Hz 96.7dB
1KHz 101.1dB
10KHz 119.0dB
100KHz 131.6dB
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ゲイン・位相-周波数

PSRR

CMRR
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6.回路の解説
簡略回路図を以下に示します。PS-UNIT6 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。

[電圧増幅段]
入力は BJT ダーリントン対称差動回路です。この回路は入力容量、入力抵抗ともに小さく使い易い回路です。また入力容量が、
信号電圧によって変調を受けないよう、カスコードブートストラップ回路を実装しています。差動回路の上下 2 つの出力電流は、次
段のフォールデッドカスコード回路で折り返され、位相補償のノードで上下の電流が合流します。このフォールデッドカスコード回路は
利得を持たず、初段と一体になって動くので、1 段増幅を構成し、高速・広帯域・低歪みを実現します。
[低ひずみフォールデッドカスコード]
フォールデッドカスコード回路は、歪みを抑える為、インバーテッドダーリントン接続です。このステージ
の電流振幅をis、フォールデッドカスコード段の負荷インピーダンスRs とすると、位相補償ノードにお
ける信号電圧はis×Rs となります。Rs は、出力段の入力インピーダンスと、フォールデッドカスコード
回路の出力インピーダンスの合成値です。フォールデッドカスコードトランジスタはベース電流と Cob
による電流がリークすることで、オープンループゲインを低下させ、かつ、これらの電流が信号電圧によ
り変動することで歪が発生します。PS-UNIT6 では、このベース電流を減らすため、カスコードトラン
ジスタをインバーテッド・ダーリントン接続としベース電流を減少させ、オープンループゲインの低下を抑

低ひずみ

えます。右図は、上側のフォールデッドカスコード段を抜き出したもので、PNP トランジスタのCob とコ

フォールデッドカスコード

レクタ抵抗によるリーク電流 Ib は、信号電圧で常に変動しています。これが電流 Ic の変動になると
歪が発生します。しかしIb の変動は電流 Icc の範囲内であれば、NPN トランジスタに吸収されます。即ち、Ib が増大すると、NPN
トランジスタの電流が減少します。このNPN トランジスタの電流減少分だけ、PNP トランジスタのエミッタ電流が増大します。この増大
分はIb 増大分に相当するので、相殺されます。結果、初段からの信号電流はIc+Icc で、NPN トランジスタのコレクタ電流 Ic で、
いずれにもIb が影響せず、それだけ歪みが減少します。
[出力段構成]
電圧増幅段の負荷となる出力段は、インバーテッドダーリントン上下対称 A 級プッシュプルバッファです。この部分の入力容量が信号
電圧によって変動すると、前述のRs を変化させ歪が発生するので、カスコードブートストラップ接続により、入力容量を固定します。
[電流源]
PS-UNIT6 は±5〜±24V の電源範囲での使用を前提としており、動作電流は全て定電流回路により生成されます。従って各
電流は、電源電圧、同相電圧に依存せず安定です。
[リップルフィルタ]
PS-UNIT6 はリップルフィルタを内蔵しており特徴的な PSRR 特性を有しています。即ち 1KHz くらいから PSRR が上昇し
100KHz 付近で最大のPSRR に達します。この特性によって、高域で低下する安定化電源（給電源）
のPSRR を補うとともに、高
域ほど大きくなる回路間の干渉を低減します。
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[特徴]
PS-UNIT6 は、極めて低い歪み率が特徴です。プリメインアンプUIA5500 では DAC〜パワーアンプまで、5 段のPS-UNIT6 を
通過しますが、1W における2〜5 次の歪み率は 3ppm(20KHz)、1ppm(1KHz)になります。最終段の電流帰還ブースター歪
み率が多いので単純な割り算で 1 つのアンプの歪み率を算出するのは難しいにせよ、各段の平均は多く見積もっても、
0.6ppm(20KHz)、0.2ppm(1KHz)ととても低い歪み率が計測できます。このように PS-UNIT6 は、雑音歪み率性能に優れ
るほか、入力容量や入力抵抗が小さいので、扱いやすくい構造です。また±24V と高い電源電圧にも耐えることができます。オフセッ
ト電圧は一般的な汎用オペアンプレベルですが、クローズドループゲインによって、オフセット電圧が増幅されていきますから、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-UNIT6 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]
D/A コンバーターのI/V 変換機、アクティブフィルタ、トーンアンプ、プリアンプ、広帯域計測アンプ。
出力段に、パワー段を追加して、ヘッドホンアンプや、BTL パワーアンプ。
出力段に、電圧ブースターとパワー段を追加して、パワーアンプ。

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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