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はじめに

ビーム4極管構造の太管であるElectro-Har-

monixブランドの6CA7-EHは, GEやSylvania

製の6 CA 7の復刻版ともいえる興味深い製品です.

この球は,米国で2002年6月に発表され,同年7月

下旬に秋葉原の店頭にデビューしました.

米国からの情報によると, 6CA7EHは,現在でも

ミュージシャンやオーディオ･フアンの間で根強い人

気を誇り,それ故に稀少化している入手困難な米国

GEやSylvania製のビーム4極管構造の太管型6

CA 7の代替需要に応えるために開発されたとのこと

です.

ところで,このビーム4極管構造の太管バルブの6

CA7は,海外では6CA7-STRとも呼ばれていま

す.

6 CA7-STR

ところで, STRとはオーディオの世界ではあまり

聞き慣れない単語ですが,これはSpecial Test

Requirementの略語で,電子楽器の世界では,

Sylva血aの6L6GCがSTR387というスペシャ

ル･バージョンであるということが知られています.

このSTR 387は, 1970年代に電子楽器メーカー:

Fenderからの要求により, Sylvaniaで開発された特

別仕様です.

Sylva血aの6L6GCには, "This is a special

military grade long life version of the Sylva血a

designed S.T.R 387.''(シルパこアが設計したスぺシャ
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ル･ミリタリー･グレードの長寿命仕様:STR387)という

説明も見受けられます.

さて, STR 387の具体的な内容は,

(D　マイクロフォニック雑音を減らし,機械的ある

いは熟的なショックに耐えうるための厚いマイカ･ス

ぺ-サーの追加や堅固な電匪支持輪萱の採用

(②　新しいカソード･コーティング材の採用による

ピーク時におけるカソード･エミッションの増強

③　グリッドの目合わせの正確な管理

④　プレート損失の増強のための三層構造のプレー

ト材の採用(Tri-plate anode for superior dissipa-

tion)

⑤　長寿命化のための放熱効果の向上(パルプの大型

化)等であり,また,ギター･アンプでの倒立使用(ア

ンプのシャシーがキャビネットの天井に固定されていて,

球がぶら下がった状態での使用)を考慮して,ベースは(㊦

Fenderのギター･アンプにセットされたソケット･ク

ランプ(球のベースを側面から噛んで固定する金具)に適

合するための特製ベースを採用,といった工夫が盛り

込まれています.

このように,電子楽器の過酷な使用環寛に耐えるよ

うなさまざまな工夫が盛り込んで,軍用管並みの高信

頼性を実現したSylvaniaの6 L 6 GC/STR 387の

考え方を6 CA 7にも適用したのが, SylvaniaやGE

製のビーム4極管構造の太管型6 CA 7です.

今回ご紹介する6CA7-EHは, ｢Sylvania/

Philips-ECGの6 CA 7の仕様書に基づいて正確に

設計され,軍用管並みの高信頼性を実現した大智型の

ビーム四極管構造の6 CA 7｣という説明も米国からの
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の型番とブランド名,

原産国にデートコード

が黒インクで印字され

ており,反対側にはブ

ランド名とEHブラ

ンドのトレードマーク

であるユニークな
``Lion Face''と型番が

金色インクで印字され

ています.

次に内部寵運を観察

してみると,まず,灰

色のプレートはアルミ

クラッド鉄阪製で大

きな箱型をしていま

す.

プレートの長さは,

5極管型のEL34-

●左からソプテックEL34エレクトロハ-モニタス6CA7-E楓GE6CA7　　　　　　　EHよりも短いのです

情報で確認できましたので,恐らくSylvania製6

CA 7の復刻版として開発されたモデルではないかと

思います.

構造的特徴

6 CA 7-EHのバルブはやや太めの直答( -Tubular

Type)?,サイズはGEの製品よりも約4mmほど短

くなっており,直径もやや細めとなっています.

管頂部はオリジナルEL 34のように扁平気味で,中

央にはガラス成形時に生じた直径8 mm程度の浅い

窪みがあるのが特徴です.

ベースは袴の縁が丸いオクタルベースでベースの

直径はGE製よりも一回り小さくなっています.現在

は8ピン型ですが,初期製品は6番ピンを根元から切

断した7ピン型でした.

6CA7-EHの1番ピンにはオリジナルのGEや

Sylvania製の6 CA 7同様にビーム形成板(電極)が

接続され, 8番ピンにはカソードカ鴻擬されているた

め, 5極管型のEL34/6CA7(1番ピンはG3, 8番ピ

ンはカソード)とは,当然のことながら,そのまま差し

換えることができます.

管頂部が扁平気味ですらりとした姿と米国製品より

やや細目なベースは,グラマーな太管ながら全体的に

キリッと締まった現代的な印象を与えています.

1-8番ピンを手前にすると,管壁には6CA7EH
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力雪道に槙原はかなりあり,結果として,表面積は5

極管型よりもやや大きくなっている様子です.

グリッドやカソードが納まるプレート中央部の両側

面には,直径約5 mmの放熱穴が縦に3つずつ開いて

いるのが特徴です.

これはSylvania/PhilipsECG製のオリジナル6

CA 7と同じデザインです.

ちなみにGEでCA7のプレートの放熱孔は3つの
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● Electro-HarmonlX 6 CA 7-EHの構鞠特徴

うち上下2個が丸孔で,真ん中が四角です.これは既

に90年代に生産終了となったSovtekの太管型

EL34 (ロット:H3B3)が同じデザイ･ンでした.

6CA7EHの2枚のプレート材の接合方法は

Sylvania製同様に溶接型で,プレート材の接合部分

は幅5mm程蔓のタブとなっており,さらにその端は

外側に向かって斜めに折り開かれています.

このプレート接合部のタブはY字状の放熱フィン

としても機能するようなデザインとなっています. (ち

なみにGE-6 CA 7のプレート接合部は片側3ヶ所ず

つのカシメ止めで　プレート端部は90度折り曲げら

れたL字状になっています.)

プレートの上下の端は各1 mmずつ切り欠かれて

おり,上下マイカに設けられた浅い幅広のU字型スリ

ットとともに,高電圧がかかるプレートとマイカとの
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接触面を減らし,グリッド支柱との沿面距離をかせぐ

ことによって,リーク電流を極力減らす工夫がされて

います.これは6CA7-EHだけではなく,戦後発表さ

れた近代管によく見られる特徴です.

GlとG2の支柱は表面が銀色にメッキされた銅

系の素材で出来ており, G l支柱の上部にはU字型の

放熱板がセットされています. (なお, GE-6CA7や

Sovtek-EL34 (H 3B3 :生産終了品種)にはG l支柱の上

下2ヶ所にU字型の放熱板がセットされています).

灰色のアルミクラッド鉄板製のビーム形成板(電趣)

は浅いU字型で全体としてボックス状に組み上げら

れています.カソードは幅広で　5極管型のEL34-

EHと部材は共通のようです.

プレート材端部の接合面には垂直方向に支柱が貫通

しており,上下マイカにおいてそれぞれ金属スリープ

97



.∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴ �.∴∵∴÷:- 

∴.㍗:∴.∴∴㌔∴∴.生態∴ 

∴∴言.∵ 劔劒)����ｨ���ﾈ-2韈�������
霊長※､邁崇高灘-'i-離/( 

.∵∴ 劔�(一一ス2,-9 ∵∴∴ 剪�∴∴:∴∴ ��h�育��り���

∴∴i㌔-∴∵∴∴∴ 劔 劔∴ 

∴∵｢∵∴∴∴∴∴言∴∴ 剪�劒VX�����
∴㍉:∴｢.∴｢∵∴∴∵∴:∴∴∵∵-∵｢∴: 剪���

∴∴-∴∴: 劍�������������h�り�����"ﾙ(i:�bﾈ�r�(�������ｨ�������

∴∴∴∴｣∴ ∴∴∴ 

●左からソプテックEL34エレクトロハ-そこクス6CA7-EH GE6CA7

新旧2種類のロシア製の太管型の6CA7/EL34

は,いずれも人気故に枯渇してしまったオリジナル球

の代替品として企画･開発されたことは間違いないと

思います.

最初に80年代後半に登場したSovtekEL 34 (H 3

B3)は, Fender等のセット･メーカーの｢ビーム四

極管構造の太管型6 CA 7が欲しい｣という要求に応

えるため, GEの太管型6CA7をロシアの技術でコ

ピーする手法で復刻し,一時期に大量生産されたもの

と考えられます(いわゆるオーダー･メイドのワン･ショ

ット生産).

Sovtek-EL 34(H 3 B3)が当時あまり話題にものぼ

らず　わずか数年で市場から見かけなくなったことの

理由はそのためではないかと思います.

他方,現行品のビーム四極管型の6 CA 7としては,

ユーゴのEiElectronic製の6 CA 7 ``Big Bulb (-

Big Bottle)''がありますが　この球はMT管やノーパ

ル管のように排気管が管頂部に出ており,かつバルブ

の寸法も｢椴的なEL 34に比べて若干短く,また,オ

クタルベースも底板だけの極めて薄いタイプ(いわゆる

コイン･ベース)といった独特の個性的なデザインの球

です.

このEi-6 CA 7に比べれば　Electro-Harmonix

の6CA7-EHは管頂部がフラットで,かつオリジナ

ルGE-6CA7並みに背も高く,袴も長いオクタルベ

ースを履いているため,オーディオ的な洗練されたデ

ザインを感じます.
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例えて言え罵　6GB8 (中･後期型)のバルブの格

好良さをイメージしていただければおわかりいただけ

るかと思います.

EL34/6CA7アンプをお使いの方?, GEや

Sylvania製の大智型6 CA 7のスペア球の確保にお

悩みの方は,今回発表された6 CA 7-EHを一度験さ

れてみてはどうでしょうか?

むろんヴィンテージ期に製造されたオリジナル球に

は,オリジナルとしての価値と何物にも換え難い味わ

いがあることは事実ですが,どんな球にも残念ながら

寿命があり,しかもスペアを確保しようとしても市場

在庫は年々減少し,価格も高騰しています.

オリジナル球で固めるというのも粋なこだわりかと

思いますが,普段は現行品の6 CA 7EHで聴いて,ど

っておきのひとときには秘蔵のオリジナル球に差し換

えるという気軽な楽しみ方もあるかと思います.

6 CA 7-EHの音質や実力は,今後の実装の積み重

ねの中で評価していかなければならないと思います

がS,球を消耗品のように大量消費する電子楽器の世界

においては,パワフルで音が良いという評判孜に入手

困難と化した米国製6 CA 7太管型(どこム管構造)の

代替品が確保できたという点で,明るいニュースにな

ったのではないかと思います.

また,真空管オーディオの世界においても,手頃な

価格で入手できる6CA7EHは,とても有望な製品

ではないかと思います.
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