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DOGMA 600 MonoBlock Power Amplifier

QUALIA JAPAN株式会社は2015年9月2日、DOGMA 600 MonoBlock Power Amplifierの
発売を開始いたします。DOGMA 600は前作のINDIGO MonoBlock Power Amplifierと部品
の共通化を図ることでより魅力的な価格を実現したモデルとなっております。

DOGMA 600はコスト的な見直しは実現しましたが廉価版という位置付けではありません。
QUALIA & COMPANYが次世代を目指す製品コンセプトをさらに推し進めたアナログパワー
アンプとして開発されました。　

今後の製品ラインナップとして、DOGMAシリーズの開発から得た技術をフィードバックさせた
ステレオ１ボディタイプ「DOGMA Stereo Amplifier」と新ラインアンプ「GHOST」(リモコン
対応）を順次リリースしていく予定です。

【特徴】

パワーアンプの役割は入力された音楽信号を忠実にスピーカーをドライブさせることが命題で
あり、それ以上でもそれ以下でもありません。
DOGMA 600ではスピーカーの個性を壊すことなく黒子に徹し存在を感じさせないポジション
に居ることで音楽再生の感動をオーディオファイルの皆様に提供します。特にライブ音源の
再生時ではスピーカーの存在が消え立体的な音像が再現されることに驚かれることでしょう。

ここからINDIGO Seriesから発展させた回路構成についてご紹介いたします。
まず本機は8パラレルアウトプットによる完全無帰還設計による力強い再生能力が特長です。

パワーアンプは出力から入力に戻すオーバーオールの帰還は特性数値を向上させるためには有効
とされています。しかし、音質的には綺麗に聴こえても音場感は平面的で躍動感が失われ再現性
が乏しくなります。ここで気をつけなければならないのは、無帰還設計にした場合、出力インピ
ーダンスも高くなりスピーカーのドライブ能力も落ちてしまいます。この問題を解決するために
出力段はインパーテッド・ダーリントン方式を採用しました。インパーテッド・ダーリントン方
式では出力インピーダンスを回路定数で自由に設定できる利点があります。しかしその自由度は
理想的なデバイスでない限り制限が出てきます。例えば、高域では出力FETの入力容量はより制
限されることになります。　

そこで、本方式を採用するにあたり出力FETのドライバーは従来のものより大きく強力なもの
を使用しました。また、バイポーラトランジスターにおけるエミッタ抵抗に相当するレジスタ
を取り除くことが可能となりました。以上の工程を積み上げた結果、出力インピーダンスを低く
抑えることが可能となりA級動作範囲もINDIGO MonoBlock Powerでは8オーム50Wだった
範囲が90Wへと拡大しています。　
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DOGMA 600は各ブロックごとに専用の電源トランスを搭載しています。メインには650VA
の大型カットコアトランスを２基搭載しました。初段用には170VAのRコアトランスを搭載し、
フロントパネル正面の丸窓のカンパニーインジケーターや保護回路用にも小型トランスを２個
搭載し独立分離させた電源環境により自然で立体的な再生音の実現が可能となりました。
我々はDOGMA 600が自然と音楽再生に没頭できるオーディオファイルの皆様にとって長きに
渡り愛用できる「道具」であってほしいと願っております。

AUGUST 2015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



【DOGMA 600の筐体デザインについて】

DOGMA 600では鉄製底板とアルミニウムパネルが正方形の筐体として組みあがったときの、
振動モードを想定しながら試聴検討を繰り返し、さらにフィールドテストをおこない視覚的に
も優れた結果を追求した結果、アルミニウム、鉄、ステンレスを組み合わせた現在のデザインが
ベストであると結論付けました。例えば、脚部にはステンレス鋼材を削り出したインシュレータ
ーや筐体底板に分厚い鉄板を採用することでより精密で重心の下がった音色になります。

本体を構成する４面のメインパネルは10mmのアルミニウム製で（左右は弧を描いたサイド
パネル）日本国内で丁寧にアルマイト加工を施したものです。筐体パネルを支える４隅の支柱
は、40mm角のアルミニウムブロックを切削加工しヘアライン加工を施した結果DOGMA 600
のアイコンとして特徴を持たせています。この支柱ですが、一般的にコスト面から考慮すれば
外装と内装を組み合わせる構造支柱にはL型アングルの成形品を使用するのが一般的です。

しかし、本機では新たにアルミニウムブロックを用いて、L型支柱を削り出し使用しています。
その理由は２つあります。1つ目は材料の内部損失と質量のバラツキを排除することが可能に
なります。２つ目は製品として組み上がったときの機械のストレスエネルギーを均一に分散させ
ことができます。これら２項目の結果は、如実に音に表れるだけではなく、ハイエンドオーディ
オとしての外装部分の品質保証に繋がります。

DOGMA 600の内部構造のもう１つの構造的な特徴として、トランスやヒートシンクの固定方法
が挙げられます。トランスやヒートシンクは厚さ6mmの鉄製底板と金メッキされた20mm真鍮製
角柱4本によって固定されています。

真鍮製角柱の金メッキ処理はデザイン的な理由で使用したものではありません。
試作と試聴を繰り返す過程で、経年変化による酸化止めの工程処理よりも金メッキを施した真鍮
製角柱の方がより良く音に反応することが判明しました。そこで、金メッキの厚さやメッキ手法
にもよって音質変化が認められることから、最終的に金メッキでは最大値とされている1ミクロン
の金メッキを施しました。部品単価として考えればコスト上昇の要因にも繋がるものです。
しかし、その音質差は非常に大きく変え難いものがあり、DOGMA 600の内部構成を担う基幹部
品の一部として採用いたしました。

今回のDOGMA 600の開発から経た経験より３種類の天板をご用意しました。
オーディオファイルの皆さまがご存知のように、ハイエンドオーディオはF1と同じように非常
にクリティカルで異なる使用環境によって機器の性能や音色に変化を与えることがあります。
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①　DOGMA Basic：筐体と同質のアルミニウムを切削加工し、天板中央にQUALIA & 
      COMPANYの社紋がアイコンとして刻印された天板です。（オプション品）

②　DOGMA Basic Evolution：筐体と同質のアルミニウムを切削加工し、天板中央に高純度
　　石英ガラスを組み合わせた天板です。（製品標準搭載品）
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③　DOGMA Carbon Neo：表面は積層3K平織デザインで内層には数種類のカーボン繊維を
　　積層し天板中央に高純度石英ガラスを組み合わせたCFRP天板です。(オプション品）　　　

　
　　DOGMA Carbon neoに採用したCFRP天板は一般流通品を切り出し加工したものでは
　　ありません。カーボンは繊維の種類や積層手順により物性が変化します。その特性を考慮
　　しながら開発段階よりDOGMA 600の筐体振動係数を導き出し特性データーを算出した
　　数値をもとに、世界有数のカーボン繊維メーカー東レ社より供給を受けた「軟性特性」と　　　
　「硬性特性」を持ったT-シリーズとK-シリーズ繊維を複数採用しチューニングしました。
　　その複数繊維を10mm厚まで手作業で積層造形した後、硬化炉オーブンでバーイングを
　　経て成形と機械加工されたのがDOGMA専用のCFRP天板DOGMA Carbon neoです。
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【DOGMA専用アンプラックDOGMA Stand Basicについて】

　このアンプラックはDOGMA 600本体同様アルミニウム切削加工による専用ラックです。
　分厚い一枚板のアルミニウムブロックを切削加工し、共振エネルギーがたまりやすいラック
　中央部を中抜き加工をおこない、仕上げに梨地仕上げによるアルマイト加工を施しています。

ラックを支える脚部も同じアルミニウムで物質特性を揃えながら一部にステンレスを使用して
チューニングを施しています。脚部とベース本体を支える赤くアルマイト加工が施された角系
ピースを振動分散のコマとして使用して、ステンレス製の専用アンカーボルトで脚部へと深く
確実に接合されます。この方式により、スピーカーから放射される振動を吸収しメカニカル
グラウンドによる制振構造が与えられ、機器に与えるストレスを極力排除できることが機能面
における最大の特徴です。　

本品は性能を追求した結果、大
きさや質量も大きいものとなり
ました。製造工数の関係から価
格は高価なものになります。し
かし、DOGMA600とペアを組
むことにより一聴しただけで身
を乗り出し、思わず微笑んでし
まうほど立体的で豊潤なサウン
ドに必ずご満足をいただけるも
のと思います。
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【QUALIA製品の製造環境と製品創りに対する想いについて】

我々は丁寧な製造手法と柔軟な発想力を取り入れ実現させることがQUALIA & COMPANYの
製品創りにおける基本であり真骨頂であると信じております。
今回のDOGMA 600より製造組み立てから出荷までの全てを内製化を実施した結果、今まで以上
に厳格な品質管理が可能となりました。今後、世界中のオーディオファイルの皆様に愛される製
品を今後も世に送り出して参ります。
 
そんな我々の製品創りに対する想いの一部をここに数例ご紹介いたします。

近年、オーディオ機器の内部配線にはプラスティック製のコネクターを使用することが当たり前
となっていますが、高温多湿な地域やご使用になられる使用環境などではコネクターの接点部分
が経年変化で酸化し青カビを誘発させて故障を誘発する原因となり、また音質劣化の原因にもな
ります。

QUALIA JAPANが製造するINDIGO SeriesやDOGMA 600も各基盤を引き渡す配線手法にプラ
スティクス製のジャンパーコネクターによる接続は一切しておりません。

DOGMA 600の内部配線材はINDIGO Seriesと同様に6N以上の純銅線の皮膜を剥き、手作業
で銅線を一定方向に慣らし物理的特性を揃えたのち必要な長さをカットしたのち、テフロン加工
された皮膜を被せ内部配線材として使用します。このようにQUALIA製品の配線の全ては線材に
よる基盤への直接接合を基準としており例外はありません。

このような一連の作業は時間も掛かりますが、結果として音質貢献に多大な影響を与えます。
　
入力端子はスピーカー端子などは一般流通品では無く、リスニングと開発から培ってきた経験
をもとに、独自開発をおこない日本国内で生産した端子を製品に実装しています。
背面パネル裏側の白い樹脂部分は米国デュポン社のデルリン素材を使用し（ポリアセタール樹脂で
90℃以上の温度に耐えられるエンジニアリング・プラスティクス）接点部分には高耐食性を持つロジウム
加工を施しています。

筐体パネルや切削加工される金属製機械部品などは、日本国内の金属加工会社へ依頼していま
す。協力工場より納品された機械部品を社内で組み立て、基盤への部品実装作業と組み上げ後
の最終調整と品質検査、梱包出荷に至るまでの全てを、横浜本牧にあるQUALIA JAPAN社内
で完結しています。これら一連の作業工程はハンドメイドによるMade in Japanの技術の粋を
集積した真のアナログハイエンドオーディオメーカーであると自負しています。

QUALIA JAPANではオーディオファイルの皆様のご来社によるご試聴を予約制で賜っており
ます。お申し込みは弊社Webサイトより予約の上、お気軽にお申し込みください。
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【製品データー】

【アンプ本体概略】

◉メーカー名：QUALIA & COMPANY 
◉製品名：DOGMA 600 MonoBlock Power Amplifier
◉標準小売価格：5,000,000円（2台一組ペア・税別）（受注生産品）
◉製品原産国：日本
◉製造用部品ならびに資材調達国：日本、米国、ドイツ、スイス
◉製造組立場所：神奈川県横浜市中区本牧原1-4 QUALIA JAPAN内
◉本体設計エンジニア・サーキットデザイナー：金子　毅
◉筐体デザイン：藤井　正則
◉製造管理・組立責任者：金子　毅
　　　　　　
【アンプ本体スペック】

︎　定格出力：150W / 8Ω　20Hz～20kHz T.H.D  0.1%  A級動作範囲：90W

                         300W / 4Ω　20Hz～20kHz T.H.D  0.1%  A級動作範囲：45W
                         600W / 2Ω　20Hz～20KHz T.H.D 0.1%  A級動作範囲：22W

︎　周波数特性：10Hz～100kHz +0/-3dB

︎　SN比：101dB

︎　定格歪率：0.1%以下（20Hz～20kHz / 8Ω 150W出力時）
︎　利得：20dB（入力感度3V）
︎　入力端子：自社製RCAアンバランス端子（10kΩ）1系統　XLRバランス端子（220kΩ）１系統
︎　出力端子：自社製スピーカー端子１系統（バナナプラグ対応）
︎　外形寸法： 400(W) × 382(H) × 400(D)mm 

︎　消費電力：アイドル時 / 160W ,  最大 /  1600W

︎　電源電圧：AC100V ( 50Hz / 60Hz ) （仕向地により最大AC240Vまで対応）
︎　本体重量：51kg 

︎　製品保証期間：5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※表記は全て1 台当りです。

【天板仕様】

︎   DOGMA Basic： オプション品 / 別売定価: 350,000円（ペア・税別） 
︎　DOGMA Basic Evolution：標準搭載品 / 別売定価：未定
︎　DOGMA Carbon Neo：オプション品 / 別売定価 : 700,000円（ペア・税別）
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【アンプラック】

◉メーカー名：QUALIA & COMPANY 
◉製品名：DOGMA Stand Basic
◉標準小売価格：1,200,000円（2台一組ペア・税別）（受注生産品）
◉製品原産国：日本
◉製造用資材ならびに部品調達国：日本
◉製造組立場所：神奈川県横浜市中区本牧原1-4 QUALIA JAPAN内
◉本体基本設計：QUALIA JAPAN
◉設計監修：金子　毅
◉製造管理・組立責任者：藤井　正則

【ラック本体スペック】

︎　外形寸法： 570(W) × 200(H) × 560(D)mm 
                                ※DOGMA 600搭載時の高さは590mm（H）となります。

︎　材　　質：ラック天板本体 / アルミニウム合金
　　　　　　   脚部および接続コマ / アルミニウム合金
                         脚部スパイク / ステンレス合金突起加工
　　　　　　　接続用アンカーボルト / ステンレス合金

︎　本体重量：22kg
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【補足事項】

DOGMA 600 MonoBlock Power Amplifierの試作テスト期間中にフィールドテストを実施いたしました。
その中で特に質問の多かった事項を以下項目ごとに記載しております。

◉８パラレルの出力段とありますが、これは８パラレルプッシュプルのことでしょうか？
　（出力素子16個）　それとも単にパラレルなのでしょうか？

回答：N-ch , P-chのプッシュプル構成の回路が8パラレルになっております。

◉出力素子はFETと読み取れますが、通常のMOS-FETを使っているのでしょうか？

回答：許容損失が100Wの通常のプラスティックモールド型MOS-FETとなっております。

◉出力段はSEPPの形でしょうか？　それともBTLでしょうか？

回答：音質的にスピーカーは片側は設置するのがベストで、それは対地増幅を回路全体のポリシーとして
　　　おりますのでBTLは採用しておらずシングル・エンドとなっております。

◉無帰還回路とありますが、ローカルのフィードバックも一切かけていないのでしょうか？

回答：出力から入力段へのオーバーオール帰還は一切掛けておりません。
　　　出力段には100%のローカル帰還（電圧による）が掛けられており、スピーカー・コイルに発生する
　　　電力をコントロールしています。これによりスピーカーの駆動歪みのみならず、スピーカーケーブル
　　　やエンクロージャーを含めたスピーカー全体、また部屋からの反射も含めた総合的な歪みを打ち消し
　　　ています。スピーカーを外部のものと考えずに、出力回路の一部として取り込み強力にドライブさせ
　　　るという考えです。しかし、それを入力段にまで持っていくと逆に入力信号を乱してしまい、音楽再
　　　生に必要な繊細さや音楽情報が欠落すると考えます。結果として、スピーカーにへばりついたよう
　　　な、平面的にしか広がらない躍動感や発音体の質感が希薄になるといった観測が生じます。

◉アンバランス入力とバランス入力で音質的な優先順位がありますか？

回答：増幅回路はあくまでもアンバランス増幅（正相増幅）になっていますので、コネクターとしてバラン
　　　ス入力がついております。優先順位は無く、どちらの接続でも音質の差は発生いたしません。

◉専用脚の窪みの位置と本体のスパイクの位置がズレていましたが、これは何故でしょうか？

回答：スピーカーから放射された音圧や部屋での共鳴がDOGMA本体に伝わります。そこで筐体振動を
　　　分散減衰させるために位置をズラしています。オーディオ機器に限らず物体は必ず素材や形状に依存
　　　した固有振動数を持っています。開発時において電源を投入したまま低温振動実験をおこないなが
　　　ら、広い振動周波数の共振点を情報を集積するのが理想です。しかしそれだけでは、数値的なスペッ
　　　クだけを追い求めた産業用の機械となってしまい、オーディオ製品として成立しなくなります。そこ
　　　で振動係数も考慮に入れつつ、最終的には聴感による選択で専用脚の開発をおこないました。

AUGUST 2015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　
　　　その結果、DOGMA本体のステンレス脚部と受皿との位置を若干ずらすことにより粘弾性の発想で
　　　振動エネルギーを減衰させています。粘弾性はプラスティクスやゴムなどの高分子物質に見られるも
　　　のですが、DOGMA本体の脚部がステンレス製なので、SUS403ステンレス鋼材と4032番のアルミニ
　　　ウムプレートを組み合わせたときに専用脚のくぼみに設置したときの粘弾特性の値を求め、位置を計
　　　測しながら本体とインシュレーターの位置を僅かにをズラすことで振動が減衰できることから本手法
　　　を採用しました。
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