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はじめに

2004年の9月号では,現行品の6 V 6-GTの中で最

も大きなバルブと7591のようなガッチリとした電極

構造が特徴的な,スロバキアはJ/J-Electronic社の

新製品: 6V6S(2004年6月頃発表)をご紹介しました

が,その後10月末頃になって,同じJ/J社から今度は
``7591S"という7591A相当タイプの新型管が発表

されたというニュースが入ってきました.

このたびサンプルを入手する機会に恵まれましたの

で　きっそくご紹介したいと思います.観察してみた

ところ, J/∫-7591Sはオリジナル: 759lAを単に復

刻したものではなく,同社独自の工夫が盛り込まれた

ユニークな製品であることがわかりました.

ところで,現行品の7591A相当管としては,他にも

ロシア製のSovtek-7591XYZと, 1950年代初め　Ph 1 1

を管内で変更した,いわゆる｢エマージェンシー･ユ

ース｣的な製品で実際に7591 XYZを使用するため

には,オリジナルの動作に近くなるようにカソード抵

抗の交換等でグリッド･バイアス等を再調整しなけれ

ばならず,必ずしも互換性があるとは言えませんでし

輿.

やがて2002年の半!頬になって, 7591 XYZのこ

のような欠点を改良して無調整で差換えられるように

した新型管: 7591AEHが発表されましたが, 7591

A-EHは6L6-EHを原型に,電極構造はそのまま

で電気的な常陸をオリジナル759lAに合わせるた

めにグリッド･ピッチ等の細部を変更･調整し,ピン

接続とベースを底板だけの｢コイン･ベース型｣に変

更した,いわゆる改造球です.

そのため, 7591相当管を名乗っていても,バルブは

lps. EL84を開発

その改良型であるElectro-Ha†- 195時代初め　6L6-GB発表

monixの7591A-EHがあります.
1952年

1955年

90年代に発表されたSovtek-

7591XYZは,主にヴィンテージの1958年

AmpegやGibsonといったギタ

一･アンプの保守用に,当時すでに 1959年

入手困難化していたオリジナル

759lAの代替品として供給する目1960年

的で企画されましたが, 6L6系や

EL34ほどの需要が見込まれなか1961年

ったためなのか,ヒ一夕定格や電気

的な最大定格が似ているSovtek- 1963年

5881/6L6WGBのピン接続のみ
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rung-So上　5881を発表

EL84.米国で6BQ5としてEIA登録される

Tung-Sol､ 6550を発表

RCA, 7027A発表

Westlnghouse､7591を開発

GE､ 7581を発表

6 L 6 -cc発表(放熱性に磨れた5層構造の復全寮材をプレート材に採用)

Amperex､ 7189をEIA登録

GB､ 758lAを発表

Westinghouse､ 7591をEIA登録

RCA､ 7591のノーパル型.7868を発表

GE､ 7189Aを発表

Sylvanla､ 7591の9-T9型　6GMSを発表

Wes白nghouse､ 759lAを発表

(第1表)戦後の多極出力管の開発年表
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●左より, ∫/∫-7591S ∫/∫-6V6S Ampeg7591Aシルパニア7591S ∫/rGZ34S

オリジナル759lAよりも一回り太い元の6L6GC

クラスのままで使用する機器によっては,背丈は問

題なくても出力管まわりのスペースに余裕が無くて,

球同士やあるいは球とトランス等が接触したりして,

差換えが難しくなる場合があります.

これに対して, ∫/∫-7591 Sはバルブの太さがオリジ

ナルとほぼ同じで,かつ電気的にもオリジナルとほぼ

同等のため,他の現行の相当管に比べて互換陸が非常

に高くなっているといった特徴があります.

7591/7591 Aについて

7591は, 1958年に米国のWestinghouse社が開発

し, 1960年2月にEIA登録したオーディオ専用のビ

ーム四極出力管で,とりわけ大出力が要求されるHi-

Fi機器用途向けに設計された,高効率で高電力感度な

球です.

米国における戦後のステレオ再生の普及前後頃から

始まったオーディオの一大ブームの中で　6L6-GB

や6 L 6-cc 5881, 6550等はメーカー製アンプで広

く採用されましたが,ホーム･オーディオ用のHi-Fi

機器の需要か摘まる中で; 1950年代初めにオランダの

Philipsで開発されたEL 84 (1955年頃に米国で6 B

としてEIA登録される)は,従来の出力管に比べて(

(相互コングクタンス)が飛躍的に向上して,電力感度が

極めて高くしかも小型という画期的な新型管でした.

APR.　2005

このためドライブ段の回路設計が簡素化でき,また,

大量のNFBをかける場合にも好結果が得られるよ

うになり,低歪みで大出力を得ることが容易になった

ことから, 6BQ5は大ヒット作となりました.

これ以降,オーディオ･ブームの高まりの中で,メ

ーカー製のセットは,より一層の大出力化とコスト競

争に突入していくことになりますが,出力管自体もよ

り効率よく大きな出力を得るために,高耐圧化と許容

損失の増大や電力感霞の向上に向けての努力が払われ

ました.これら戦後の多極出力管の改良を時系列にま

とめると第1表のようになります.

6BQ5自体も,より大出力化をめざすセットメーカ

｣別の要求により,米国では設計最大定格を引き上げ

た改良型が発表されました.まず, 1959年に発表され

た7189ではEpmaxが400Vにアップされ,続いて

1961年頃に発表された7189 Aでは,当時流行してい

たUL接続での動作を考慮して, 7189のEg2max

を300Vから400Vにアップし, Epmaxも440V

プ(設計中心換算)しています.

は,外形がMT管でありながらPP動作で

出力が得られるため,当時は大変な高効率

最大出力をしぼり出そうとすると技術的
号多かったことや,出力30-40W級の大型

アンプでは, 6L6GCやEL34/6CA7とい

った大型管を軽く使うしかなく,このクラスの出力を
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Epmax-550 Vの高電圧にも十分耐えられるような

工夫がされています.

上下マイカにハトメ止めされたプレート支柱も太め

で,その下端は同社製の6V6Sや6L6同様に,支柱

下端が直角に曲げられた後にステム･リードに溶接さ

れた堅固な構造になっていますボ　6V6Sが3番ピ

ンと6番ピン側の2本の支柱ともL字状に曲げてス

テム･リードに固定しているのに対して, 7591Sはピ

ン接続の関係で3番ピン側のみL字状に曲げてステ

ム･リードに固定しています.

ゲッタ一台は6V6Sと同じリングゲッターの1個

タイプ(6L6やEL34のような大型管は2個ゲッタ-)

で,ビーム形成板の_蛸に設けられた電匪固定用のタ

ブに腕が溶接されています.ドーム状の管頭部に向か

っては銀色のゲッターがたっぷり飛ばされています.

このように全体的にガッチリとした造りの7591S

は, 2004年6月頃に発表された同社製の6V6Sと比

べ坪,カソードの太さやプレートの放熱孔の形状,

APR. 2005

ヒ一夕等の違いを除いては,電極の構造や各部材の形

状等がお互いに極めてよく似ています.

観察の結果, 7591Sは,同社の6V6Sをベースに,

カソードをEL84のものと同サイズの幅広タイプに

交換し,ヒ一夕もEL84並みの大電流のコイル･ヒ一

夕に交換し,グリッド･ピッチ等の細部を変更･調整

して,ピン接続を変更した改造球であることがわかり

ました.

7591 Sと米国オリジナルの7591/7591 Aの電極構

造を上畷してみると, 7591Sは,各グリッド支柱の距

離やビーム形成板の位置がオリジナルよりも離れてい

ますが,これは7591Sが6V6Sのカソード以外の

電極や部材を利用してグリッド･ピッチの変更で雛

を調整しているためです. (カソードは形状や寸法から見

て, EL84のものを流用しているものと思われます)

J/J-7591 Sの電気的特徴

7591 Sのメーカー発表のオリジナル･データは表5
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形式 兎cbﾔuB�6L6-GB 都S���758-A 都S���7591A 傍%�R�7189A 

外形 匹蔦C��Tl2-15 膝C"ﾓ�R�Tl2-15 �)｣蔦C��T9-41 �)｢ﾓc��"�T-61/2 

ビン接続 鍍�2�7AC 鍍�2�7AC 塘ｴ��8kg 釦5b�9LE 

Ef/if 澱�5h�ﾃ�紊T��6.3V/0.9Å 兎�5b��續��6.3V′0.9A 澱�5h�ﾃ�繖��6.3V/0.8A 澱�5h�ﾃ�縱d��6.3V/0.76A 

7"レート損失 ��%r�lew �4��35W ��ｳ���lew 滅･r�ー3.ZW 

G2損失 �"蔟r�2.5W 迭蔟r�5.OW �2�5r�3.3W �"蔟r�2.2W 

tDmaX �3�Ub�360V 鉄��b�500V 鉄S�b�550V �3��b�440V 

Eg2max �#ザb�270V 鼎S�b�450V 鼎C�b�440V �3��b�βOO∨ 

増幅率 湯繧�8 唐�8 ��b繧�16.8 ��偵R�19.5 

動作例 �� �� �� �� 

ED �3�Ub�350V �3S�b�350V �3��b�300V �#S�b�250V 

EgZ �##Ub�250V �#S�b�25OV �3��b�300V �#S�b�250V 

Egl 蔦�2��b�-18.OV 蔦�ゅ�b�-18.OV 蔦��蔟b�-10.OV 蔦r�5b�-7.3V 

34同人 鉄Fﾔ��54同A 鉄Fﾔ��60mÅ 田�ﾔ��48mA 鼎���

p(最大信号時) 鼎vﾔ��66mA 田fﾔ��66mÅ 都Vﾔ��75mA 鼎偵Vﾔ��49.5mA 

2.2mA �"綏ﾔ��2.5mA �"綏ﾘ���8.OmA 唐��壑�ﾂ�5.5mA 迭綏ﾔ��

g2(最大信号時) 途蔕ﾔ��7.O隔A 途蓼ｧT��7.OmA ��R蔕ﾔ��15.OmA ��ｳ�繙ﾔ��10.8mA 

内部妊坑 塔�ｵ��33KO �34ｵ��33Kft �#閥��29KQ 鼎�ｴ��40Kn 

Gm �2縱Y{ﾈ���ﾅb�5.2mA/V 迭�&ﾔ��ﾈ���5.2mA′∨ ����&ﾔ���10.2mA′V ��蒔C6ﾔ��ﾅb�ー1.3mA/V 

負荷抵抗 唐綉ｴ��4.2KO 釘�$ｴ"�4.2KO �2蔬ｴ��3.OKQ 迭�$ｶ��5.2KQ 

出力 迭絛r�10.8W ���繞r�10.8W ��ﾒ蔟r�一一.OW 迭繦?｢�5.7W 

のとおりです.

Gmが10mA/Vと, 7591Aオリジナルよりも

0.2mA/V(約10%)低いことを除いては,各スペック

はオリジナル規格(第3表参照)と同じことから,電気

的な互換性は非常に高く保たれています.

続いて,オリジナル759l Aの動作条件(Ep-300V,

Eg2-300V,Eg1--10.OV)で, 8本の7591Sのサン

プルのプレート電流(Ip)とスクリーングリッド電流

(Isg)を測定してみました. (第6表参照)

上記の動作条件では, 8本のサンプルの平均値は

Ip-51.6mA Ig2-5.8mAで,プレート電流(Ip)

はオリジナルよりも14%少なく,スクリーン･グリッ

ド電流(Ig2)は27.5%少なくなっています.また, ∫/

∫-7591 Sは電気的に見てばらつきが少なく,品質的に

も良好に管理されていることがわかりました.特にス

クリーン･グリッド電流(Ig2)が少なめなのは評価に

値すると思います.

今回は,国内に入荷した初回ロットのうち,わずか

8本を測っただけなので全体の傾向がそうなのかど

うかはまだわかりませんが,オリジナルの規格よりも

Ipが平均して10%強少ないは,最初は高Gm管ゆえ

のばらつきの範囲内かと思いましたが, 7591 SのGm

が10mA/Vと,オリジナルよりも0.2mA/V (約

10%)低いことが大きく影響しているのではないかと

思われます.

ところでオリジナル7591/759lAはバルブが非

常に力柄(6V6-GTクラス)で19Wの大きなプレート

損失を許容しているため,管壁は非常に高温になり,

寿命を延ばすためには放熱に注意が必要な球のひとつ
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でもあります.

これは他に6GA4や6RA8, 7189Aといった

小柄なバルブのわりにプレート許容損失が大きな球に

もあてはまり,特に6R-A8は,使用状態が過酷だと

電陸からガスが放出されてゲックーがすっかり消えて

しまったり,最悪の場合にはバルブ中央部のガラスが

軟化･変形するようなケースも報告されています.

7591/7591 Aでは, G 2損失を許容範囲内におさめ

るために, 4番ビンと8番ピンの2箇所に引き出され

たG2のリードをお互いに接続して,熱伝導による放

熱の促進をユーザーに要求しています.今回発表され

たJ/∫-7591Sについても4番ピンと8番ピンの2箇

所に引き出されたG2のリードをお互いに接続する

といった約束事は守る必要がありますが,オリジナル

よりも表面積の大きなバルブやプレートからは,最大

定格一杯になるような過酷な動作にも余裕で耐えうる

ようなタフな印象を受けます.

まとめ

今回発表されたJ/∫-7591 Sは,メーカー発表資料

(第5表参照)によると, Gm力約10%低いことを除い

ては,電気的にはオリジナル7591/759lAとほぼ同

じです.また,寸法的にはオリジナルよりもバルブが
一回り太くて10mm近く長くなっていますが,最大

直径がオリジナルとほぼ同じなので現行製品の中で

は電気的にも寸法的にも最も互換陸が高いモデルであ

ると言えます.

これは機器のレイアウト上,出力管まわりのスペー

スが限られている場合などの差換えにおいて有利に働
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● ∫/手7591S (後)とシルパ二ア7591A (手前)

り,ガレージメーカーではEL84を759lAに差換え

るための特製アダプターまでもが開発されるといった

具合で　ロシア製5881/6L6WGBのピン接続を管

内で7591用に変更しただけでバイアス詞盤が外付け

で必要なSovtek-7591 XYZの登場も｢ないよりはマ

シ｣として受け入れられたようです.

その後, 2002年の半〉瀬になって, 6L6EHをベ

ースに,ダイレクトに759lAに差換えられるように

常陸を変更･調整した7591 AEHが登場して, 7591/

759lAを使用したヴィンテージの機器を取り巻く状

況はかなり改善されましたが, 7591AEHは6L6-

GC並みの太いパルプのため, MclntoshのMt 225

型アンプのように球と球,球とトランス等の間隔が十

分にとられている場合は問題なく差換えられますが,

Fisher-800型等のレシーバー･セットやインテグレー

テッド･アンプでシャシー･レイアウト上,球と球や

球とトランス等の間隔にあまり余裕がない場合は,

7591 AEHでは太すぎて差換えに支障が出る場合も

あります.

その点,今回発表されたJ/手7591 Sはオリジナル

球と最大直径がほぼ同じなので, 7591/759l Aを使用

するほぼ全ての機器で互換性があり,これが7591 S
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最大のセールスポイントではないかと思います.

また,新規にアンプを製作する場合は,同社製の

GZ 34 Sとはパルプが同じサイズなので,整流管まで

を同じJ/Jブランドで揃えると,アンプのシャーシ上

はルックス的にもベストマッチングです.

肝腎の音質については,今後の実装の積み重ねの中

で評価していかなければなりませんが,現行品の中で

は常陸的にも寸法的にも最も高いオリジナルとの互換

性を有しつつ,放熱性に優れた太いパルプと大型の電

極を有するJ/J-7591Sは,品質的にもばらつきが少

なく,大変魅力的な新製品ではないかと思います.
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