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JA5RH森 紀男さん訪問

今回ご紹介するのは、通称“四国の森のゲタ屋さん"

別名、“伊予のラーメンハウス"、 」A5RH森 OMで

す。11月 のある日、私、」A5A∪ C三ツ田が久し振

りに訪ねてみました。

三ツ田 こんにちは、森さん、今日は何を作っている

んですか。

森 ああ、こんにちは、今日はこの球に合うソケツト

の加工をしているところだ。ある店でソケツトのビン

だけ処分に困っていたらしいので買ってきた。どうも

ォーディオの球の物らしいけど、こうすると、ソケツ

トが作れる。

三ツ田 なる程、ソケツトを沈めて、そのビンを逆に

付けたわけですね。ところでこのソケツトには何を差

すんですか。

森 そこの41∞0を 2本入れる予定。あるOMに貰っ

たのでね。さっそく...ハ ツハツハ。

三ツ田 来る早々ゲタの話になってしまいましたが、

森さんのDXプ ロフイールを聞かせて下さい。

森 開局してからは約27年で、DXを始めてから8年

だ。昔は813の パラを813の プツシユで変調して、主に

3.5MHzの AMでのんびりやっていたけど._o

三ツ田 今の場所に移ってどのくらいですか。

森 約昨 でね、5年前に自作の15111の タワーからこの

30mのタワーに取 り替えたんだ。

三ツ田 このタワーは業務用の撤去品ですね。しっか

りしている。ここのロケーシヨンはいいですね。

ぉじゃまします
森 南に山があって、VK,ZL方 向はダメ。

三ツ田 でも、ヨーロツパ ,ア フリカ ,カ リブが開けて

ぃて、申し分ないではないですか。まわ りは田んぼば

か りたし、DXや りたいからここへ移ったんでしょ。

森 人はそ う言 うけど。..。 本当はそうなんだ。

三ツ霞 特にアフリカは抜群ですね、す ぐ海だし。ア

ンテナはどんなものを使いましたか。

森 始めは14MHzの 3エ レHB9CV、 21MHzは5エ

レ、おMHZは6エ レ、∞MHZは6エ レ、とクリスマス

ツリーにしてたが、やは リダメ。ローバンドは今でも

このフルサイズのGP。 ラジアルは三本 とアースのア、1

三ツ田 アンテナは、あまり調整 しないようですね。

パワーて飛ば してるんでしょ、森さんは。だけど今度

のアンテナは、スツキ リしてますね。30mhの7MHz

の3エ レ、33mhの14MHzの 4エ レ。ところでヽ今まで

にどんなアンプを作ったのですか。

森 DXを始めたときは、TS 820 Sと R-820の コン

ピにね、3500+41000でやつていた。今でもあるよ。

これて変更検査を受けて、1∞m用 は、31000シ ング

ルで検査用に作ったけど、今はないよ。球は借 りもん

だった。

三ツ田 その後は何を .… 。

森 7T25で作った。これでかな りやったね。調子良

かったから。

三ツ田 電源はEDXGの ミーテイングで、 トランス

とオイツレコン、シリコンを組み合わせて1万円で売 り

ま したね。あれ と同 じ物ですね。あれはす ぐ売れ

ちゃった。                 F
森 ウン、手頃だったね。あの球は人から貰ったんだ

けど、ツケツトが要らんし、ヒーターも簡単だった。

三ツ田 森さんの場合は、すべて貰い物か、ジヤンク

ですね。それで次は何を作ったんでしたかなり

森 8F45を やってみたよ。

森さんのアンテナ。30mhタ ワーに

14MHz-4エ レ,7M HZ-3エ レが乗つて

いる。左が3.5/3.8MHZtt GP。

松山市の郊外 (伊予市 )、 回りは

田圃だけ、南が山、東北、西は何

もナシ ! 特に北へ向かつては下

がって行 くのみ。

左、製作中の4■ ∞0× 2の ソケ ツトまわり。

右上は7F71Xlの RF部。



」A5AUC 三ツ田 武志さん

三ツ田 この球ですか。でかいですね。と―ターはど

の くらい食 うの? 動

“

F電圧などは規格は ?

森 ヒーターは7.5Vの 75Ao ABlの GGだ とスク

リーンには12Ю V、 プレー トは650Э V 2Aだね。

三ツ圏 そんな トランス持ってなかったでしょ。

森 どうしても動か してみた くて桂上 トランスの中味

の出た物を捜 してきた。途中で止めたけどね。

三ツ田 普通は球をインテリア代わ りにシヤツクの飾

りにするんですが、球にいのちを 与えて生き返らせた

いと云うのが森さんですね。それで、次にこの7F71
Rのアンプを作ったんですか。

森 イヤ、その前に7F60で作ったけど.…。

.)霧ζ電て倉:舞聡車ふ「
すね。7F71Rは、どんな動

森 ブレー トは5KVで、スクリーンは∞OVを6CA7
て安定化させている。グリッドバイアスの安定化用に

6080を使っているよ。

三ツ田 ABlの GG動作ですね。この球パワー‐ゲイ

ンもあるし、最 も使いやすいんではないですか。でも

ヒーターは4Vの68Aて しょ。ヒーターチ ョークどう

しました。

森  トランスメーカーでホルマル線の15 mm幅 、21n

m厚の綿巻きを、101nで

"00円
位で売っているよ。で

も中に入れるコアが無いんでね、その気になって捜さ

ないと。

三ツ国 最近では手に入 りませんね。コンピユータ機

器のラインフイルターに手頃なのがあるようですよ。

森 昔の大型ポータブルラジオのバーアンテナを今で

も持っているから、それを使っているよ。

三ツ田 ソケットは自作ですね。 うまく作ってる。

森 ガラスエネキシ板に燐精鋼のフインガーを取 りつ

けて作った。

三ツ田 作るのが大変てしょ。球が手に入ってからソ

ケツトを考えるt/1ですか ?

左、森さん「 四国の森のゲタ屋さん」の名前どお り、

アンプ作 リー筋30年。EDXGメ ンバーのアンプに関する

技術相談を一手に引き受けている。右は三ツ田さん。

森 そこが苦労の しどころでね。実物に如何に似せる

かを考えないとね。まあ、いつも仕事場で見てるから

ね。工作が好きだから苦にならない。

―ツ田 バンドスイッチや、バ リコン、チコタンなど

はいつもどうやって集めてくるのですか。部屋中、

パーツでいっ(ゴいですけど。

森 その気になって捜 さんとね。ボクはすべてジヤン

クで作るc何もゲタに金かける必要はないよ。あんた

達は街へ出てもYLの方ばかし見てるけど、ボクは

ジヤンクをl_tし て、特にケースにな りそ うな物なんか

ないかとよく気をつけて見てるcこ こが違 うところか

なハハハ。それと、仕事柄、いつも送信機やそのジヤ

ンタに接 しているからね。又、ボクカt好 きなことを

知っていて、球なんか、よくブレゼントされるね。そ

うすると必ず一度は動か してみたくなる。今まで動か

したことのない球はないね。特別のヤツを除いてはね。

三ツ田 ザッと見たところ今この部屋に動 く物が9台

くらいありますね。他にどんなのを作ったんですか ?

森 5CXl"0と 7F13Rを 1台ずつ。Jヽ さいのでは、4

CX3Ю×2と か5F∞×2も 。そこにあるだろう。

ニツ田 その小さめ目5F60× 2や7F13Rは、珍 しく

電再1内臓ですね。あれ、ケースの上のフタは ?

森 手コタンが大 きすきて、フタが出来ん。そのまま

使っているよ。

三ツ田 そ ういえば、41∞0も 、フタをするとプレー

トにあたるので、ツッカイしてますね。5F∞ も、ブ

ロアが少 し高 くて、フタが出来ない。何とか していて

くださいよ。高圧も後の下からRF部へ行 くところ、

絶縁を完全に しないと危険ですよ。

森 ボクしか使わんから大丈夫だよ。

一そこへ奥様がコーヒーを出してくれました。

三ツ田 お じゃましてます。素晴らしい物ばか りです

アQc

奥様
´

イエイエ、そこのカラクタ全て差 し上げますか

ら何でも好きな物、お持ち帰 り頂いて構いませんよ。

三ツ田 さすが森さんの奥様、良 く分かってますね。

森さん、バ リコンを一つ貰いますからね。ついでに車

庫にある、例のソケット付フアイナルケース。車に積

んでいって私が処分 しておきます。

森 あれは乗用車には乗らないよ。

三ツ圏 イエ、この前ちゃんと寸法見てます。

それでは、とい うことで帰 りにはジヤンクのお土産

まてシッカリ貰って帰って来ました。月刊59や愛媛D
Xグループのエデ イター等に活躍 しながら、ゲタ作 り

一筋にこの道30年の森さん宅をあとに しました。

どうも森さんあ りがとうございました。


