
連載：現代管情報シリーズ

中国・曙光電子創業50周年記恵の新製品「珍品」シリーズ

Pa叶6　　　完結編

CV181■Z（前編）i

都来往人

はじめに

昨年の6月号から足かけ9回にわたって，中国の曙

光電子（Shuguang）が創業50周年を記念して2008年

末に発表したオーディオ用真空管「珍品」シリーズ（＝

ShuguangTreasuresseries）仝6種類のうち5種類をご

紹介してきました．

型番の末尾にアルファベットの最終文字であるZ

のサフィックスが付けられたこれら珍品シリーズの各

モデルは，同社の説明によると，これまでに培われて

きた技術やノウハウの全てがつぎ込まれているようで

す．

例えば，プレートには元来はロケット・エンジンや

航空・産業用のタービン・ブレードに使われている単

結晶状のニッケル系耐熱合金と思われる材料を3年の

歳月をかけて真空管向きに仕上げた「超合金（Super

Alloy）」が使われていたり，管壁には内部雑音の索とな

る電子流の乱れを低減させる効果があるとされる「高

分子複合炭（HPCC：旦igh呈01ymer旦OmpOund皇arbon）

が塗布されるなどの新たな工夫の他，電極の組み立て

や真空引き，エージングなどの各工程はこの道30年

の熟練工によって気が配られ，品質管理も厳重に行っ

ているそうです．

また，HPCC処理よって現代管としていは珍しくカ

ーボン“スートされているため，その特徴ゆえに海外

では別名“Black－bottleseries”とも呼ばれていま

す．

10回目となる今回は，第6弾として同シリーズ唯一

の電圧増幅管であるCV181－2をご紹介しだいと思
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います．

CV181について

CV181は，Mullardから発表されたECC32の英

国軍用管ナンバーです．

同社からE30シリーズとして発表された，Eh＝

6．3Vのオクタ）レ・ベースを履いた双三極管群には

ECC31，ECC3Z ECC33，ECC34，ECC35とい

った特性の異なる5種類があります（第1表参照）．

このうち，ECC31は両ユニットのカソードが8番

ピンに一括して引き出されたカソード・コモン型のた

め，「2つのユニットが完全に独立した双三極管」とは

言えませんbS，RCAが1940年代初頭に発表した，Eh

＝6．3Vのオクタル・ベースを履いたシングル・エン

ド型の双三極管が6SL7GTと6SN7GTの2種

類だったことと比べると，ECC31を外してもそのラ

インナップは2倍も充実しています．

E30シリーズの各モデルは品種によって外形が異

なります．Mullardオリジナル規格表によると，

ECC31・ECC32・ECC34はST管でECC33・

ECC35はGT管です．ご参考までにECC31を除く

手持ちのサンプルを写真のとおり並べてみましたが，

私の手持ちのECC33は何故かオリジナル規格表と

は異なるST管です．海外ではこれを商社による

ECC32のプリント誤りとする説もありますが，部材

の形状がECC32とは微妙に異なって見えるため，初

期型がECC32同様のST管だった可能性も捨てき

れないでいます．

さて，6SN7GTの相当管として知られるECC32
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◆写真左から，MullardECC32（Type－lA）黒ベ一木MullardECC32（TypeゼB主薬ベース，MullardECC33ST管，PhilipsECC34，
MullardECC35，STC6SN7GTSTC製，TRONALECC32

FL＝35，Rp＝9．7KB，Gm＝3．6mA／Vと，ECC32

よりもGmがlmA／V高いことを除けば6SN7

GT（LL＝20，Rp＝7．7KくらGm＝2．6mA／V）により近い

常陸です（第3表参照）．

ECC32は，ドーム部分が短くていかり肩気味の欧

州風のカーボン・スートされたST－14型パルプに袴

の短いオクタル・ベースを組み合わせたスタイルの球

です．カーボン・スートされた部分は電極周りだった

りステム寄りだったり，あるいは全体に及んでいたり

と時代によってまちまちで塗布層も厚かったり薄か

ったりとまちまちです．

さらに袴の丈が米国製品の3分の2稜度と短いベー

スは，時代によって黒と茶色の2種類があるといった

具合ですが，製造時期によってマイカの形状やベース

の色が異なる都合4種類に分類できます．

まず，初期型と思われる1940年代頃の製品は，円い

上部マイカに短形状のサイド・マイカを2枚組み合わ

せているのが精緻です．最初期の製品はベースが黒色

（Type－lA）でしたが，後に茶ベースの製品も作られま

した（Type－lB）．

米国製6SN7GTのプレートは平型もしくは角柱

状が主流ですが，ECC32は米国製とは異なる楕円状

断面で　しかも接合部力満広です．ちなみに，同じ英

国STC製の6SN7GTもプレートは楕円状断面で

す．

ECC32のプレートは，主要部の丈や厚み（奥行き）

は角柱状プレートの6SN7GTと同等ですが，接合

部が幅広な分，表面積は1．5倍ほど大きくなっていま
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す．カソードは6SN7GTの1．5倍も太いのですが，

Phinps系の傍熱管らしく上端は針のように細く絞り

込まれており，グリッド支柱の上端には大きな四角い

放熱陵が1ユニットあたり2枚ずつセットされていま

す．

電極はプレート支柱とは独立してピンチ・ステムか

ら立ち上がった2本の太い支柱で支えられたかなり頑

丈な造りになっています．また，ステムを見ると，1

ヶ所から2本のワイヤーを出すといったヒ一夕用ステ

ム・リードの処理の仕方に欧州製品らしい特徴が見ら

れます．

1950年代半ば頃になると電極の支持方法が変わり

ました．サイド・マイカが廃止された上部マイカは緑

に1800間隔で6本ずつ爪を設けたタイプに簡略化さ

れ，円かった下部マイカは小判状になりました．ベー

スは先代同様に製造時期によって黒色（Type－2A）と茶

色（Type－2B）があります．

Type－1同様にグリッド支柱には四角い放熱陵が2

枚ずつセットされていますが，Type－1ではグリッド

支柱が外側を向くように放熱陵を溶接しているのに対

して，Type－2は正反対の向き（グリッド支柱が放熱板に

対して内向き）になっているのがユニークです．

Mullardの他Philips．MiniwattやAdzam等の

Philips系ブランドで販売された他CV181として英

国車に納入されたECC32は，欧州では比較的ポピュ

ラーな球だったようです．そのため，20年程前までは

比較的容易に入手できましたが，最近では滅多に見か

けなくなりました．ECC35（6SL7GT相当）とともに
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〈第4衷〉CV181rZオリジナノl規格表

－ボン・スートされたものばかりでしたが，CV181－Z

にはバルブの仕様が異なる2つのバージョンがありま

す．一つ目は青ガラス製のType－1℃二つ目はクリ

ア・ガラスをカーボン・スートしたType－2です．

まず，Type－1は先程ご紹介した6N8PA（Type－

2，3）同様にバルブがコバルト・ブルーの素材で出来て

おり，管壁はカーボン・スートされていないため，内

部が透けてよく見えます．このType－1は，かつて

Arcturusが製造していた青球（Blue－Valve）のような

雰囲気を漂わせています．

他方，Type－2には，珍品シリーズ球の特徴である

「高分子複合炭（HPCC：旦igh E01ymer⊆ompound⊆

arbon）」が管壁に塗布されているため，ドーム部分を除

く肩から下はまるで墨で塗りつぶしたように真っ黒で

す．けれども，手持ちのサンプルは個体によって塗布

層の厚みに差があって，中にはうっすらと中身が確認

できるものもあります．オリジナルCV181もカーボ

ン・スートされていますが，大半の製品は黒いレース

のカーテンを纏ったように塗布層が薄いため，中身は

比較的よく確認できます．
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舟板勾引餓連吟馳

珍品シリーズは内部雑音の素となる電子流の乱れを

低減させる効果があるとされるHPCC処理をセール

ス・ポイントのひとつにしているため，青バルブの

CV181－Z（Type－1）は例外的な存在になります．・曙光

電子の公式ホームページに載っているCV181－Zは

カーボン・スートされたType－2しか確認できないた

め，Type－1（音パルプ）は限定生産品のようです．

Type－1の内部構造を観察してみると，ドーム部分

には周囲に10本の爪を設けたマイカが見えますが

そのマイカに電極は直接固定されておらず下に向か

って4本の支柱が伸びています．CV1812のマイカ

は合計3段で　これら3段のマイカは9げ間隔で配置

された4本の支柱にハトメを介して連結されていま

す．

電極は胴の中程に設けられた円い2枚のマイカの間

に組み立てられており，トップ・マイカは4本の支柱

を介して電全体を管壁は支持する役割を担っていま

す．

他方，ネック部分に日を移すと，電極はボタン・ス

テムで支えられており，各マイカを貫いて固定する4

本の支柱のうちの2本は18げ間隔で位置する3・7番

ピンのステム・リードに連結されています．ボタン・

ステムと3段のマイカに4本の支柱を組み合わせ

CV181－Zの電極支持構造はKT88によく似ていま

す．

プレートは角棒状の片持ち支持型で言接合面の間に

支柱を通した溶接型です．その形状や寸法は6N8P

に酷似していますが，補強リブが設けられていない点

が異なります．表面は6N8P同様に灰色ですが，素

材にはアルミタラッド鉄板ではなく，ニッケル系耐熱

合金と思われる超合金（SuperAlloy）が使われていま

す．
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初めから100％鵜呑みにするのぼ性急かもしれません

が，中国製だからと言って馬鹿にできないことは確か

なようです．

CV181－Zが継続生産されるかどうかは定かではあ

りませんが，幾つか改良してもらいたい点があります．

それはバルブの形状や寸法とベースの袴の長さです．

現状ではオリジナルよりも約6mm長いベースを履

いているため，バルブの裾を少し切り詰めて背丈を調

整しています．そのため，オリジナルが持つ欧州風の

優美なフォルムとはちょっとイメージが異なるのか惜

しまれます．

もともと同社が製造していたST－14型管の6L6

GC－J（中国製6L6GCとして有名なST管）はバルブの

形状や寸法の他ベースの袴の丈までもがオリジナル

CV181に酷似しています．

そのため，パルプに関しては裾を切り詰めずに6L

6GC－J用のもめをそのまま流用すれば楽だったはず

ですが，それをしなかったのは新規に製作したセラミ

ック製のオクタル・ベースが米国系を手本にしている

ためなのか？袴が長くて全長がオーバーしてしまう

ことによる理由の可能性が大です．

今後ルックスをオリジナルにさらに近づけるために

は，金型を変更して袴の短いタイプのセラミック製ベ

ースを製作することがまず考えられますが，コスト・

パフォーマンスを考えると，その可能陸は低いように

思われます．

それではルックスの改良が望み薄かというとそうと

も限りません．珍品シリーズの第1弾でご紹介した6

CA7－Z（2009年8月号参照）はCV181並みの短い袴の

黒いモールド・ベースを履いています．そのため，6

CA7－Z同様に「セラミック製ベース＝スペシャル管」

という図式にこだわらなければ6L6cc－J用のパル

プに6L6GC系もしくは6CA7－Z用のベースを組

み合わせれば容易に実現可能です．

私は以前から6L6GGJのバルブとベースに欧州

風のデザインの匂いを感じていました．今から20年

程前，CV181（ECC32）がまだ手頃な価格で比較的容

易に入手可能だった頃は，6L6GC－JにCV181と

GZ32を組み合わせたら見栄えのいいシングル・アン

プが出来るだろうと一時期本気で考えていたことがあ

ります．1990年代半を瀬からCV181が次第に入手困

難になってくると，さすがに貫重なオリジナル球をこ

のような目的のために使うことには気がひけて，かわ

りに6L6GCJのパルプとペースを利用した6N8
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Pの改造球の開発に期待していました．ただし，その際

にネックとなったのは原型（6N8P）の上部マイカは

ST管のドーム内径に適合しないため，コストをかけ

てマイカの型を起こし直す気があるのだろうか？　と

いうことでした．

けれども，CV181－Zの開発によってST－14型バル

ブに適合するトップ・マイカとそれを用いた4本の支

柱と3段のマイカやボタン・ステムによる電匪支持構

造が確立されたので第一関門はクリアされたことに

なります．今後はさらに外観のレベルを引き上げるた

めにパルプとベースの変更が行われることを期待した

いと思います．

なお，バルブを変更すると現状よりも裾が約6mm

長くなってその分ドームが上に移動するため，トッ

プ・マイカの位置にずれが生じてドームの内壁に接触

しなくなりますが，これを解消するためには4本の支

柱を少し長めにかるか，あるいは現状のままでもステ

ム・リードの曲げ具合やトップ・マイカの固定位置の

変更といった微調整でも可能なので　それほど難しい

話ではないと思います．

曙光電子におかれては，ぜひともこれらの見直しに

よって外観レベルのさらなる向上を行っていただきた

いと思います．　　　　　　　　（以下，次号に続く）

次号予告

さて，次回は昨年末にデビューしたばかりの曙光電

子製274Aをご紹介しだいと思います．

いかり肩で背丈の短い欧州風のST－14型バルブに

袴の短いオクタル・ベースを組み合わせたこの球は，

）レックス的にも音質的にも私の好きな球のひとつで

す．

ECC32は，20年程前は上蹄交的容易に入手できまし

たが，ECC35（6SL7GT相当）とともにLeakの

Point－Oneなどの英国製アンプに多用されたためか，

世界的に人気があり，現在では入手困難かつ高価なレ

ア・チューブになっています．

このたび曙光電子から発表されたCV181－Zはオ

リジナル同様のST管のため，Mullard製の復刻版の

ように見えますが，仔細に観察すると，内容的にちょ

っと異なることがわかりました．次回は，ユニークな

同モデルの特徴を探ってみたいと思います．
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