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得たので報告する．

2A3について
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本キットの発売元の春日無線変

圧器の歴史は古い．昭和20年代，

東京秋葉原駅界隈での露天販売ま

で遡る．秋葉原駅近く．中央通り

沿いの高架線の下に露天商が集ま

りラジオの部品を売り始めだ　こ

れが現在のラジオセンターの始ま

りである．春日無線変圧器もこの

とき誕生しだ　その後，ニュー秋

葉原センター店を開業して今に至

る．

春日無線変圧器は，各種のトラ

ンス製造・販売はもちろん，現在

は真空管アンプのキットや真空管，

コンデンサーなどの関連商品も扱

い，お客の要望に応えている．

今回，KA－27SE2A3シングル

アンプのキットを製作する機会を
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2A3はRCAが1933年に発表し

たオーディオ用の真空管だ　一説

にはWEの業務用の300Aに対抗

して民生用の2A3を開発したと

言われている．映画のトーキーシ

ステムから家庭用の高級電蓄．ラ

ジオなどに広く使われた　昔は

300Aや300Bは業務用で入手が

不可能だったため．アマチュアが

自作に使える直熱3極管と言えば

45や2A3だった

マニュアル

本キットでまず驚いたのは　マ

ニュアルの完成度の高さである．

メーカーにとって真空管アンプの

企画・販売は容易だが　それに伴

うマニュアル制作にはどこも苦労

していると聞く．特に初心者向け

●主な仕様
使用真空管：2A3B（PSVANE）×2‾

6SL7GT（ロシア）×2
出力：3．5W＋3．5W以上

周波数特性：14Hz－48KHz（－3dB）
ゲイン：18．5dB
残留ノイズ：3．3mV（Lch・ショート）

1．1mV（Rch・ショート）
外寸：280（W）×195（H）×240mm（D）．

約6嶋，ブラック・ダノーンハンマー
トーンの2色（選択）

発売元：有限会社春日無線変圧器
〒101－0021東京都千代田区外神田1－16－10
ニュー秋葉原センター1F
TEL＆FAX：03－3257－0337

http：／／www．e－kasuga．net／
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KA“2聞醒鰯醜聞
の場合は回路図が理解できないこ

とを前提としているので　実体配

線図は必須である．

本キットのA4判16ページのマ

ニュアルはすべての項目がカラー

のイラスト入りだ（図1）．真空

管アンプならではの重要事項から

始まり，回路図と回路の簡単な説

呪　組立前の注意，パーツ表とイ

ラストによる抵抗，コンデンサー

の説呪　必要な工具と詳細な部品

の取り付け図（4ページ），続いて

7ページに及ぶ　これまたカラー

の詳細な実体配線図があり，最後

に電圧測定のページがある，ハン

ダ付けの経験のある人なら，回路

図が理解できなくても，マニュア

ル通りに組み立てれば問題なく完

成させることができる内容だ

回路の構成と主な部品

キット付属のマニュアルから回路

図を（図2）に示す．

0前段

KA－27SEは2段構成のシンプ

ルなアンプだ　前段はeSL7によ

るSRPP（シャントレギュレー

テッドプッシュプル）のみである．

難しいことは省くが　SRPPに

することによって．通常の抵抗負

荷の電圧増幅回路に比べ　低い出

力インピーダンスで出力管をドラ

イブすることが可能になる．なお，

eSL7には61Vのヒーターバイア

スがかけられていた．GSL7のヒー

ターとカソード問の耐圧は100V

だ戎　本機の場合　上側のeSげ

のカソード電圧は95Vなので安

全をみての措置だろう．また．ヒー

ターバイアスにはハムを低減する

効果もある．キット付属のGSL7

はロシア製だった

○出力段

出力管の2A3は自己バイア

ス回路が用いられている．回
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［図1］本キット付属のマニュアル
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［図2］キット付属の回路図，（）内は実測値

路図から2A3のプレート電圧

がみ＝299V．バイアス電圧が

Eふ＝47Vなので　2A3の実効

プレート電圧は互。＝252Vにな

る．また，バイアス電圧農。＝47V．

バイアス抵抗Rk＝8000からプ

レート電流も。け

ち。＝星。／Rk＝47／800≒0．0588

〔A〕となり．プレート損失Pば

P＝風，。Xk。＝252×0．0588≒14．8

〔W〕になる．2A3の最大プレー

ト損失は15Wなので目いっぱい

の動作だが　2A3の動作ではよ

くあることだ　負荷30のロード

ラインを引いて計算すると，約

3．69Wの最大出力が得られる．
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陳8］方形波特性100Hz 陵91方形波特性1kHz

る負荷がかかるからやめたほうが

無難だ　音量調整のボl）ユームは

最小にしておく．

●フィラメント，ヒーターの点火

B電圧をカットするため，いっ

たんダイオードの260V側を外す．

電源を入れ　真空管の点灯を確か

める．2A3のフィラメントはあ

まり明るくならないから，部屋を

暗くするなどして確認する．一応，

テスターで2A3のフィラメント，

eSL7のヒーター電圧を測ってお

く．

●B電圧投入

いったん電源を切り，ダイオー

ドを元に戻す．スイッチをオンに

すると，ダイオード整流なので

すぐにB電圧がかかるので　速や

かに臭い，煙など異常がないか五

感を働かせて察知する．異常がな

ければ　各真空管のバイアス電圧

を測るのだが　バイアス電圧が正

常ならば真空管の動作は問題ない

と考えてよい．

まず　2A3のバイアス電圧を測

る．ホウロウ抵抗の両端電圧がバ

イアス電圧になる戎　本磯の場合

は左右とも46Vであった　続いて

GSL7のバイアス電圧と各部の電

圧を測り，回路図の電圧の近辺な

ら問題ない：

ハムバランサーがないので　以

上で調整は終わりだ

総合特性

電気的な特性を測定してみた

負荷は8Qのダミー抵抗，音量調

整のボリュームは最大にする．
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［写真10］方形波特性10kHz

（1）入出力特性（図3）

入力電圧0．71Vで出力波形の両

端が丸くなり，最大出力は約3．5W

を得たスペック通りである．トー

タルのゲインは7．8倍だった　図

4島　本機のゲインダイヤグラム

である．

（2）周波数特性（図5）

－3dBの範囲は低域側18Hz，

高域側40kHzになった　負帰還

がかかっていないことを考慮すれ

ば優秀な特性だ　高域側はディッ

プもピークもなく，なだらかに減

衰していて好ましい．出力トラン

スKA－3250の素直な特性の表れ

だと思う．本誌1月号のトラン

スの比較試聴で同社のKA－2535S

（20W）を3008シングルアンプ

で聴いたが　価格もリーズナブル

で好印象だったと記憶している．

（3）歪率特牲（図6）

残留ノイズは左右とも3．6mV

であった　交流点火でハムバラン

サーがないのでこの種度であろう．

筆者の能率100dBのアルテックの

スピーカーでも．まったく気にな

らなかった

低出力時の歪率の悪化は残留

ノイズの影響のせいだ　コアボ

リュームカ羽、さいので，100Hzで

は3W付近から波形が崩れ始めだ

IkHzはまずまずの常陸であった

無帰還なので歪率は全体に良いと

は言えないか　この程度なら音の

善し悪しに影響を与える値ではな

い．

㈲ダンピングファクター特性（図7）

ON－OFF法で測定した　可聴

［写真11］方形波特性10kHz
O．1uF‘のみ

範囲で2．27－2．17であった　無

帰還2A3シングルアンプの標準

値だ

（5）方形波特性（写真8－11）

素直な特性である．10kHzの方

形波は角が少し鈍っているが　0．1

〟Fの純容量負荷に対してもほと

んど変化なく問題ない．

ヒアリング

正直驚いた　2A3の後ろに隠

れた小さな出力トランスからこん

な豊かな音が出るとば・∴10kHz

の方形波からも察せられるが　刺

激性を感じないまろやかなサウン

ドだ　女性ウオーカ）レは潤いに富

みオーディエンスを包み込むよう

に鳴る．低域は若干締まりがなく

プーミーだが　これが小出カアン

プにありがちなキスキスしたサウ

ンドを和らげることに働く

クラシックを聴いてみた　ヴァ

イオリンのソロは生々しくゾクっ

とさせられたが　オーケストラの

全奏は少しきつかった．

若干の負帰還（6dB以内）を

かけることによって，解像度と

シャープさが加味され　低域も締

まってくるので試されたい．た

だし．6dBの負帰還をかけると入

力感度は1．4Vぐらいになるので

プリアンプの使用が望ましい．

いずれにしても，コストパフォー

マンスに優れたキットである．

（使用機器）
フィリップス・LHH－700（バージョ
ンUP）アルテック612C（6鵬G）
＋JBLli4（糖H RCA71Aトランス出力ラ
インアンプ




