
はじめに

昔,``A3プッシュや42プッシュ''

といえば高級電蓄のシンボルでし

たし, A3シングルにパイオニアの

8''を繋いだ音を聴き(私もそうです

が)生まれだての子猫が目を開け,始

めて親を見てのごとくに``刷り込ま

れ7.-''方も多いことと思います.

先月号で述べましたが,これはま

さしくトラウマとなって後世に災禍

を残し, 6GA4などは2A3のト

ラウマを背負って生まれ変ろうとし

て変り損ねた?　というのが私の持

論です.

そこで,2A3PPアンプの今日的

解釈として,今後とも(鴇と違って)

絶対に殖えない絶滅品種6 GA 4に

よりレプリカ風情を再現しよう(そ

して残しておこう)と思い立ちまし

た.もちろん,直熱管と傍熟管の音

を比較するなどという空恐ろしいタ

ブーに触れるなど考えもしませんが
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6GA4はもちろんのこと,似た

もの同志6CK4や6BX7も,既

に多数の製作言辞の発表により,価

回も表舞台に出ていますが　どれも

ABIPPでは7から10W未満の

ものが多く,私の好みから言うど'今
-,力不足''ですし, 6GA4の特徴

とされるKF, DFの良さを発揮さ

せようと言うなら,もっと冗長度や

余裕を持たせた設計や,調整シロが

あった方が良いのではないかと思っ

ておりました.

そこで,思い切って6GA4のパ

ラPPで贅沢?　にやって見よう

と考えたわけです.

この考え方は,既に,黒田氏の著

書【現代真空管アンプ25選】のp.

292, 305などに強い示唆があり,こ

れに共感し,是としたものでもあり

ます.

性能のねらい目を

Po> 15 11~

DF> 5

KF<0.5% (10Wで)

位におけば言いグシッペとしての

面目を施せると考えました.

クマの入手

かねがねポリシーとして主張して

いるのですが,作ったものを末永く

保守し``慈しむつもりなら''現婦管

と予備管の合計で,ソケット数の

1.5倍を用意するのが,適切だと考

えています.

つまり,パラPPでは12本必要

ですが,少し足りませんでしたので
"売りたし･買いたし''その他にお世

話になったところ,新品(いや,旧品

というべきですが)のHi-Fiが4ペ

チ,ペアリングされた2ペアが集ま

り,僚俸一挙に在庫20本./

6GA4の"タンス預金''は,まだ

相当数あるのでは?　と思われまし

た.

【万一の?予備役6CK4の14
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(第2図)オリジナル回路図(東芝技術資料の転写)

れており,ソケットや醍線経由で熱

を逃がして下さい,と注意書きがあ

ります.指示に従って下さい.

冷やしてさえおけば賞味期限が

断然違います.

5. 8本もの6GA4の``気''に爽

られるトランス類とて我慢の限界が

あります. 6げCを越える可能性があ

ったら,クマには麗躇せず``鳥かご'

をかけるのが無難です.

ちなみみに,手の甲では4げC掌

で6げq聖度が触診の限界です.火傷

せぬよう注意して,試してくださ

い/

実測データのいくつかの例から,

タマの総発熱量の50%程度が頼封

によって逃げて行くことが知られて

います.残りは空気の対流を中心と

する伝導,シャーシ直接への伝導な

どで受け持たせる感覚で設計してお

けば　おおむねバランスの取れた平

衡に達し,過熱部分もなく,目論見

が当たったことがわかります.

熱的･電気的事項

1. 6GA4 (終段)堵階段

今回は,オムロン製で,馬脚リレ

ー用に使われているブロックものに

目をつけ,採用して見ました. 2タ

イプあり,アンプ設計の条件に合わ

せて検討してください.このソケッ

トの難点は冷去随i風路の確保にあり
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ます.周囲をスカスカにしておかな

いと本末転倒になりかねません.

6GA4のPpフル損失ではヤヤ

危なっかしいところです.

不安な方や,過剰品質とお考えの

向きには,ステアタイト製で,取付

金具が別になっているものが最もス

リムで宜しい様です. (写真1)ソケ

ット3種.

6GA4 8本を一列横隊にして
`十姉妹の押しくら饅頭''宜しく,モ

ジェール化しました.圧着端子を介

し, 1.25の鋼線で力強く配線,私と

しては満足,上出来のつもりです.

(写真2)増幅(6GA4段)モジュー

ル.

2. 7N7前段(励振段)

ロクタル管が何年もの垢?で在

庫300本余,どこかで使わねばなあ

ど,予てより気になってはいました

が,今回は7N7を4本起用し,初

段を増幅とPK位相反転,次段を

PP増幅と,回路的には瞑れた無難

な方式にしました. (参考まで:7N7

は12AU7相当管で, 7F7が12AX7

相当管です).

すっかり癖?になりましたが,

サブ･シャーシでモジュール化しま

した.このような設計ですと製作途

上での扱いやすさは抜群です.

とくに半田の流れや量について

は,斜めに持ってみたり,逆さにし

たりしながら,自由自在に且つ適正

にコントロール出来るので,誠に具

合がよろしい.是非とも,お試しく

ださい.

ただ事前に,取り外しなどに配慮

した構造にして置かないと,実装し

たあとのトラブルシューティングで

泣くことになりますので注意して下

さい. (写真3)7N7段モジュール.

完成したシャーシ裏面･内部:

(写真4 )と見比べていただければお

分かりと思いますが,これだけの高

密度?実装になるとサブ･シャー

シを使わないと実現出来ません/

この写真からお分かりになるよう

に,オムロンのソケットは最終的に

は,ステアタイト製に変っているの

ですが,理由はソケットではなく,

6CK4でも使えるようにと,あとで

欲を掻いたためで,そのために,機

械的寸法の改変を余儀なくされたか

らです.

電源に関する事項

Eb整流には,ダンパー管6DW 4

を採用すべく探したところ,見つか

るには見つかったのですが,いずれ

も索睡しきものばかり.諦めて半

導体素子を採用しました.ブリッジ

整流後, 1段のLC濾波回路をRch

とLch個々に設けてあります.これ

は3極管PPアンプならずとも諸

般に有効･大切なことです.ケミコ

ンはセラファインが解きで　お薦め

なのですが,必要と考えた容量には

8個以上が必要で,遠慮しました.

今回の使用品は,私のジャンク在庫

品で,日立製の俗称;工業用450

V･330llFのスタッドボルト付きで

す.このクラスでは最も/]型で大容

量という特徴がありますが,入手は

難しい.近い将来,高耐圧ケミコン

の供給閲栗が輔己されますね.

Ecも半導体素子です.当節,新電

ラ　ジオ技術
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採用したトランスでは,電流容量　リッジ整流の後,大容量のドロッパ　　ですが, 400mA以上となると入手

を優先したため,電匡選択の自由廣　　一を入れるなどの大乱闘の末,やっ　　に難があるのです.

が少なく,本番のブリッジ電源はト　　と320Vと2801'dcを作り出しま　　　このレベルのアンプで,金を掛け,

ランス2次側を300Vタップとし,　した.要すれi諦めから低圧タップ　　しかも長期使用すると言うのなら

1次側は105Vタップ;さらにはプ　のあるトランスがあれば良かっだの　　は, ``特注トランズ'が正解だったな
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したデータの一部を記載しました.

ほぼトランスのそれに近い数字を確

認できれば良いと思います.

入出力リサ-ジュ波形(写真6-5).

この種のデータはあまり精度を上

げても得るところが少ないの?,異

常波形がなく,定陸的な方向が合え

ば良いとしておりますので悪しから

ず,ご了承下さい.

6CK4ではどうか

6GA4は6CK4のコピーでは

ないと申し上げましたが,6CK4は

接続変えとEcの再調整によって代

替品としての役割は充分果たせま

す.

この場合は, Ppに注意して, Ibo

を選び. Ebは限界まで【実はハツキ

リしないのですが】6GA4は,耐圧

がクリチカルで350Vは危ないこ

とを考慮すれば, 6CK4では400

Vまで持ち上げて纏めれば対抗し

て程ほどの性能が(例えばPoで+α)

確保出来ましょう.

しかし何分にもPpが些か不足し

ますので高出力は望めません.

項目 �:鞐ﾉ~�����動作倒(2) 儖Xﾖﾂ�

(6GA4) 剞ﾟ約モード 宙ｮ馮ｸ6h�ｸ5�,ﾓ�ｴ�,Y�ｩ.ｒ�

Ef(ⅦC) 澱���6.0 ��8ｬxｺI,｢Х�ﾒｳ3�fF2��

Ec(Vdc) �3"�3�絣�26-27 �+R�"姶S�6Hﾋ�,Xｸｹ6B��

Eb(Vdc) �3#��280 �)6Hﾋ�,ﾉ+ﾉ��.�ﾈ,Y+)���

pow ��B��b��12(13.5) 窒�,ﾘ4�685h8ﾘ,ﾉmｨ雍4ﾈ8ﾈ7�8ｲ�

egWpeak) �3��27 乃3ﾓ�FW�ﾖﾆ�i�8ﾍﾆﾖx,��ｩ9b�

epNpeak) ���"�176 

Ibo(皿.Ado) ���R�90 ��

PDn 唐紕�6.8 佗h蟀&ﾂ�

IbmaX(mAdc) ��c��135 ��

PpW 湯�2�6.5 佗h蟀&ﾂ�

zp(kn) 迭�5 ��

Rl(0) 唐ﾒ�8 妊�ﾄS���#S�r俶yw��溢�w�7�V�ｶW(,ﾓc���

KF(%) ��絣����0.13(7W 僵�ﾅ8,�.h.偵�ｴ��9Uﾂ�

DF 途繧�7.0 �4�92�4�7Id���ﾒﾓR伜���

SIN(dB) 塔��90 謬�ﾖﾅ8,�.h.宙+Rﾅ)[ﾘｼ��

NFB(mop) ��2蔕D"�ll.8(lB ��e�%ｸ��.h.斡�ｭ"�

KNFB(≡) �"綏D"�2.5dB-α 排ﾄｹ6H�8/����｢�

帯域特性f 伜�ﾖﾂ�参考 忠�ﾒﾓR伜����ﾓ�x8ﾈ7�8ｹ�9Uﾂ�

位相特性¢ 伜�ﾖﾂ�参考 忠�ﾒﾓR伜��8ｨ5H�ｸ5x8iKｹ.��

矩形波応答 凛｢�略 忠�ﾒﾓbﾓ�C*C2伜���

〈第3表)得られた一勝旨･ 2例:実用は`節約モード"動鯖列-2としだ

いくら何でも"6GA4甘やかしではないか"という気もするが･

(TAN00　XE-60-5　資料に重畳配裁)

筒一　　　218　　　　　9II I一　　　　tL i一　　　i0-　　　　2m

周波数　(Hz)

〈第5図)周波数特性と位相, ZD DFの周波数依存性

(TANGO XE-60T5資料に重畳記載)
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《写真6-1〉 100 Hz方形並応答

このタマのよさは, 6GA4のピ

ンチヒッターが務まることと,何と

いってもコストパフォーマンスの良

さでしょう.

片や,どこの何様か知りませんが,

¥20000の傲慢さ?　に対しジャン

ク値で入手容易ですから取柄となり

ましょうが``殆どが抜きダマである"

亀写真6-2〉 1 kHz方形並応答

は,数字を　その様に信じているの

みです.気に入ったアンプに仕上が

りましたので,当分の間,使い込む

予定です.

これまで本誌では

4B20

KT90, 6GB8

5894

ことを承知すべきです.　　　　　　　　6 L 6 GC

なお6BX7も入手は難しくあり

ませんが,今更と云う感じも致しま

す.

去年,アムトランスで,新氏が4

CHを紹介して下さいましたが,そ

の昔が耳についています. 6GA4

シングルで4CHアンプに纏めて

見るなどもいいかなと次の発想が沸

いて来ています.

試聴の結果

CD&SACDで聞くことにして

いますが,モノ盤を選んで片肺運転

から始めることも多い.

円盤の選択

･ウィウァルデイ:四季(3種)

･マーラー:交響曲第4番(2種)

･シベリウス:交響曲第7番

･松田聖子

やわらかい癒しの音響です.聞き

飽きない,牙陵にならず,耳にササ

クレルことがありません.

DFの良さは伸び伸びとした低音

の爽やかさに反映できました.それ

と,低音が床に近いところから這い

だして?　くるのです.歪率の良さ
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6DJ8 ･13JZ7

ど,自分の流儀で発表させて頂いて

来ました,この中の実は, 6L6GC

ULの12Wに似た音なのです.

DF-7.8は期待以上の結果ですが

3Wレベルで　負荷オープンでも

悠々と測定が出来,本物?です.

ただ喜べない?のは,何となく半

導体アンプの音に似ているのですノ

6GA4を両翼に合計8本も動員

して,いささか勿体無い気がしたも

のですから, 2本ずつ抜いてシング

ルのPPで使っても見ましたが,ど

う調整しても,音は軽い方向に動き,

あまり好ましくはありません.

やはり, PPにしたのが,それなり

の成果になったのだと思います.

外観は,高々15Wそこそこを出

すには大袈裟で超怒級だと承知で

す.

しかし,330IIFケミコンの威力な

のでしょうか,S/Nの良さはもとよ

り,深夜といえどもハムひとつ聞こ

えません.静寂から飛び出してくる

楢の凄さはまた格別で,音楽の聞こ

えのソフトさと宣　また別次元の楽

〈写真6-3B 10 kHz方形並応答

しみです.

私の耳では, 6GA4が主張する

歪みの少ない音と言うものを明確に

認識識別できません.が仮にタマ

アンプで頑張って追い込み,初期特

催でO.1%を実現できたとしてもこ

れを長期に安定に確保できるものか

どうか?　という疑問を持ってはい

ます.

久しぶりの3極管PPでしたが,

十分堪能し,そして満足出来ました.

(以上)

亀写真6-4〉 1 kHzの直線性

鰐婁6-5〉 1 kHzにおけるリサージュ
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