
JAZZ好きな住職

聾　で謙iaJ.'髭紫…
す,伊的の世界では有名らしく,全

o　　　　国を飛び回っているようです.その

B氏が当地を訪れた折,行き着けの

JAZZバーで一杯酌み交わしたので

すが,音楽に関しては造詣が深いの

ですが,音響践器に関してはまった

く無頓着だったのにはいささか驚い

てしまいました.その夜は酔いも手

伝って,怪しい音響論の講釈となっ

てしまいました.

そんなB氏から, ｢今度スピーカ

を新調する,ついてはそのスピーカ

に合う真空管アンプを製作して欲し

い』と依頼のメールが届いておりま

した.氏はどこから入手したのか,

クリプッシュ･ホーン･システムを

手中にした模様です.

クリプッシュはアルテックやバイ

タボックス同様,劇場用ホーン･シ

ステムの形態に類似したもので,ス

ピーカとしてはやや旧型に属しま

す.音響出力が大きく取れなかった

真空管が現役の時代のものですから

大変高能率に作られております.

わたくしは基本的には1970年代

末期にはホーン･スピーカとは訣別

し,今では電気信号を時間軸に対し

て女昨rに正確に空気の疎密波に変換

するか,というのか瀧針となってお

ります.

しかし,氏が旧型ホーン･システ

ムに魅力を感じたのは十分理解出来

ます.クラシック･フアンにタンノ

イやゴトーがあるように, JAZZ好

きであればJBLアルテックは一度

は通過しなければいけない路でしょ

う.でも最初からクリプッシュとは

なかなか好みが渋い,かってわたく

しもそんな時期がありました.現在

でもウェスターンやシーメンスのオ
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イログインを聴くと,その格調高い

アコースティックな響きは安っぽい

音響理論で否定出来るものではあり

ません.

`打て駒鳥る''今回のアンプは,そ

んなスピーカのために製作したもの

です.

元祖3極管/2A3

3極管といえば現在でこそ300

Bや6C33Cが簡単に手に入りま

すが,かって3極管といえば2A3

でした.それ以前の45や50もあり

ますが,私の年代では2A3がすぐ

頭に浮かびます. 1970年以降は古典

3極管がにわかに注目され出し,ヨ

ーロッパ系のPX-4やDA30等が

紹介されるようになりました.これ

は故浅野勇氏の紹介,それに伴うサ

ンセイ･エンタープライズ(神戸の

真空管販売店)の影響が大きかった

ものです.

私の所有する古い文献にも3極管

といえば2A3に属するものが最

も多く存在しております. 1960年代

にNECより開発された6RA8に

しても多分に2A3を意識したも

のです.

規模的には45の2億, 300Bの

1/2といったところで,プッシュプ

ルで10W以上の出力が得られる

手ごろな(現役当時は大型管に属す)

球であります.

ロシア/ソプテック2 A 3

今回はこの2A3を使用したア

ンプを計画したのですが,参考まで

に編集部より送られてきたロシア製

ソプテック社の2A3が従来の2

A3といくぶん性格が異なり,むし

300 Bに近い高陛能管であります.

構造的にも300Bを若干小型に

した1枚プレートで従来見なれた

H型並列型とは異なります.
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●ソプテック2A3とISOのOPTu405 (左)

2A3と300Bは動作設定を低

くした場合,その性格は大変よく似

ております.動作電圧の低いWEの

86型アンプにしてもヒ一夕電圧を

5Vから2.5Vに変更する事によ

って,非常用に2A3が使用出来る

ようになっております.ただ,かっ

ての2A3は排気が十分でなくグ

リッド電流の流れ易い球でした.

その点300Bはクリッピング･ポ

イントまでまったく流れません.こ

の点が2A3と300Bの大きな違

いです.WE86型にしてもドライブ

に入力トランスを使用している関係

上,比較的グリッド電流の影響を受

け難いため差し換えが可能となった

ものです.

通常のC/R接続を用いた場合,

グリッド電流の有無は音質に反映さ

れます.とくにピアノの再生に顕著

に現れます.瞬間のアタックではグ

リッド電流の流れる2A3では風

邪をひいたような鼻詰まりのような

崩れ万をするのですが, 300Bには

それがなく最後まで伸び切る爽快感

があります.

今回使用したソプテック2A3

も300Bのごとく排気が優秀でグ

リッド電流は流れません.また,最

大規格もかっての2A3,プレート

電圧300V,プレート損失15Wよ

りもいくぶん大きいようです.この

へんの実験も兼ねて行きたいと思い

ます.

回路について

第1図に本機の回路を示します,

骨格はウイリアムソン型を基本とし

ております.ただ本桟ではオリジナ

ル,ウイリアムソンのように深い負

ラ　ジオ技術
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(第1図〉 2A3プッシュプル･パワー･アンプ全回路図
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●シャーシ･レイアウト.左右対称型のレイアウト

出力トランスU-405は,ハイライ　　しまうような鳴りの良さとスムース　スのズレや1次イングクタンスの低

下･コアのバッド･ジョイント構造　　さにあります.また,出力管のアン･　下などまったく気にしなくても良い

はいくらパワーを入れても消化して　バランスに強く,少々のDCバラン　のは常用機として安心出来ます.め
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●2A3のクローズアップ
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数特性も微量の負帰還のおかげで

U-405が持っている100 Hz以下の

レスポンス低下も解消されておりま

す.入出力常陸は0.5V強でフル･

パワーとなりやや高感度の部類にな

るでしょう,残留雑音は出力管にも

よりますが1-2mV程蔓です.

音楽フアンの評価

音響機器にまったく無関心な音楽

フアンの意見は時におもしろい発言

をします.わたくしの友人にUV-

211シングル･アンプを製作したの

ですが,出力管のUV-211が1本不

良になってしまい交換したのです

が,数日経って『おい,あの電球み

たいなの変えると音変わるのか?』

というのです. 『音変わったのわか

る?』というと,友人は『前は酔っ

●入出力端子

てソファーで気持ち良く聴きながら

寝ていたが,電球変えてから寝ノ地

が悪い』というのです,

実は,当初GE社のUV-211だっ

たのですが交換したのは中国製品で

した.わたくしは『ピンからキリま

であるぞ,十万円以上から五千円ま

で』というと『今着いているのは?』

というもんで,わたくしは『五千円

だ』というと納得した模様です.

このアンプはB氏の手に渡る訳

ですが,本機とよく似た仕様で300

B-PPも製作する予定です. B氏は

音響機器に関してまったく先入観が

ありませんから,本機ソブテック2

A3ザPとの比較評価が楽しみで

す.

次回をご期待ください.
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●左の白いタイト･ソケットが2A3,右側にドライバ用の12AU7/ECC82を醍
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