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中国・曙光電子の新製品

cc8－274A（後編）

都来往人

はじめに

2009年12月下旬に登場した中国曙光電子製274系

の最新型：CCL274Aの紹介にあたり，先月号では中

国製274B誕生の経緯と，そのルーツである同社製5

Z3P（＝中国製5U40の変遷に触れてみました

曙光電子製の5Z3P（＝中国製5U40は構造的に見

ると1940年代後半頃のRCA製5U4Gに非常に近い

と言えますが　プレートに設けられた補強リブ（5本）

は米国製品よりも1本多いことを構造的な特徴として

挙げました　けれどもその後手持ちの多数のサンプ

ルを再確認した結果必ずしもそうとは言えないこと

がわかりましたので　5Z3Pのプレートに設けられた

補強用リブの数は大半の米国系製品と同じである，と

訂正いたします．

ところで5Z3や5U4Gを見ると，フィラメント

を釣竿状のアンカーで吊った初期型とマイカに引っ掛

けただけの後期型とでは，フィラメントの懸架方法以

外にも幾つかの大きな設計変更が行われたことがわか

ります．

先月号では触れませんでしたがRCAが開発した5

U4G（1936年発表）は　原型である5Z3（1933年発表）

の時点で確認できただけでも構造的に都合3回のモ

デルチェンジを経ていることがわかりました

ベースに“RCA－CunninghamRadiotron5Z3”と

刻印された写真のサンプルは2A3と同時期の1933

年に発表された最初期型nype－1）です．プレートは

表面に補強リブが無くフラットで　プレート材の接合

方法は溶接のみで　プレート接合面は80や83の初期
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型同様に幅が狭くなっています．

上部マイカは「車」字状に打ち抜かれていて．83（初

期型）の部材の改造品（フィラメント開口部周りの容子レくタ

ーンの変更）であることがわかります．5Z3が83と同

じ加熱電力で同レベルの直流出力電流依5mA）が得

られる高真空型の金波整流管として開発されたことが

こんなところからも伺えます．

やがて数年後にはプレート材の接合方法はカシメと

溶接の併用になり，かつプレート側面部には熱変形防

止用の補強リブが設けられて構造的に強化され，上部

マイカは円い主マイカに姫形状のサイド・マイカを組

み合わせた3．輔進になりました（Typ種2）．

あいにくサンプルを持ち合わせていないので推測に

なりますが1936年に登場した5U4Gの初期型けype

－1）は．恐らくこの5Z3（Typeゼ）と内容的に同じで

はないかと思われます．

さらに1940年代に入ると，5Z3や5U4Gは　フ

ィラメントの懸架の仕方を．テンション管理や位置調

整に熟練した巧の技が必要な釣竿状のアンカーによる

方式から，量産性を上げるためにマイカに引っ掛け

て折り返しただけの簡略方式に変更したタイプに変わ

りました　そのため，従来はアンカーで得ていた張力

がマイカの弾性だけでは不足するので熱膨張による

弛みに対する剛降を増すために．平リボン状だったフ

ィラメントの中央部に筋を入れたり．断面を凹面状に

加工したりして強度を確保した設計に変わりました

併せて従来は中央部にあったフィラメント・アンカ

ー支持用ロッドの廃止によって生まれたスペースを利

用して．プレート接合面が3mm程内側に向かって拡
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274系整流管の改良方法の可髄についても素人なり

に検討してみたいと思います．

試聴結果

さて．WE274A／Bと相性の良い出力管と言うと，

やはりWE300Bが定番になるかと思います．

そこで　肝腎の音質については　自作の91型パワ

ー・アンプ（WE310A＋WE300B　整流答はSWによっ

でUXとUSに切り替え可能）でテストすることにしまし

た

つまり，信号増同職はオールWE球で∴整流管のみ

を変更して音質的な変化を確認することになります．

今回，比較試聴用に用意したサンプルは　ヴィンテ

ージ管はオリジナル：WE274Aの1966年製を，続

いてセカンド・ソースとしてSylvaniaが米国海軍に

納入した1942年製のU．S．NAVYCHS274Bを．

RCA系では5Z3の初期型（フィラメントを釣竿状のアン

カーで感染したSYLVANIA製VT145）とフィラメント

をマイカに引っ掛けただけのRCAの後期型．ならび

にWE274Bの代用としてよく使われる5R4GY

仮CA製）を，さらに5R4の軍用耐震構造管の5R4

WGB（Tung－Sol製）を用意しました

他方現代管は曙光電子製5U4Gの現行品（＝5Z3

P（Typei））とSGT274Bの現行品（TyperlB），それと

CCI274Aの3種類を用意しました

まずリファレンスとして最初に試聴したオリジナ

ル：WE274A（1966年製）は，中域にパワーが凝縮し

たいわゆる「骨太な音」ですが　バランスは極めて良

好です．静かで落ち着いていて．しっとりと縮れだ

いい雰囲気の音です．

どちらかと言うとナロー気味ですが　奥行き感や立

体感，ホール感などもよく伝わってきて．狭帯域感は

あまり感じられません　余計な付帯音が削ぎ落とされ

てリアル感がアップしたような印象で　ヴォーカルは

肉感的で艶かしく．楽器の微妙なタッチや演奏者の息

遣いもよく伝わってきて，表現力は最高です．まるで

ライブ・ハウスで聴いているような感じで　音楽の情

感にどっぷりと浸ることができました　この球でなけ

れば味わうことが難しい．「音楽性の高い音」と多くの

リスナーを納得させるだけの力を持っていることが再

認識できましだ

続いて試聴したSylvania－274Bは　しっとり落ち

着いた感じで　中域が充実した，太目でややナロー気
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味な音ですがWE274Aに比べるとあっさり日で

ちょっと表情が暗くなったような〔隙です．

内部抵抗が高くで出力電圧が下がったためなのか？

音像はやや奥に引っ込みがちですが　それでも表現力

や音楽性は同社製5Z3NT÷145）よりも高く感じられ

ました　総合的な評価としてば　WET274AとRCA－

5R4GYの中間といったところです．

Sylvaniaが1940年代に米国海軍に納入した同モデ

ルは　オリジナルはベースに白インクで“U．S．NAVY

C．H．S．274BSYLVANIAかと印刷されていますが

これと同内容でWE274B．と稲妻ロゴでプl）ントさ

れたものが市場に一時期出回ったことがあるので　ご

存知の方も多いかと思います．

他方，RCA系の5Z3はどうかと言うと，まず，フ

イラメン十をアンカーで懸架したSylvania製のⅤ’IL

115／CHS七Z3は，WE274Aよりもワイド・レンジ

で　明るくからっとした印象ですが　うるさくはな

く．落ち着いた感じの音で　適度に締まっており，透

明感もあります．

それに対して，フィラメントの懸架方法がマイカに

引っ掛けただけの簡略構造になったRCAの後期型

は　前述のSylvania製の初期型同様に明るくてから

っとした音ですが　ヌケが良くなったような印象で

す．音の芯は中城にあって．バランスは良好です．ク

リーミイですがナロー感はさほど感じられません

フィラメントをアンカーで懸架した初期型と比べる

と．透明感や音の締まりの点で一歩譲りますが　その

音色にはRCA・ゼA3のバイ“プレート（連結H型プレ

ート）型に通じるものが感じられて．決して悪くはあり

ません

フィラメントをアンカーで懸架した．いわゆるバネ

吊りの整流管は高値で売られていますが　それは年を

追う毎に進行する希少陸もさることながら，透明感や

締まりなど　音質面で一日の長が感じられるのかその

理由ではないかと思った次第です．

WE274Bの代用としてよく使われるRCA七R4

GYは，内弼抵抗が高くなった分　5Z3よりも重心が

少し下がって，端正で落ち着いた感じになり，コクや

リアル感の増した，しっとりとした肉感的な表情が前

面に出てくるようになりました言総合的な評価はWE－

274AとRCAjZ3の中間といった感じで　どちらか

と言うと80に近い印象です．80系は音質的に好まし

いものを持っているため個人的にはお気に入りです

が　セットによって容量不足で使えない時には上記の
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が　丹念に調べれば他のバージョンが見つかるかも知

れません．

WE－274A／Bを名乗る易幅の球について

前述の相当管はセカンド・ソースとして認められる

代物ですがWEゼ74A／Bは髄で取り引きされてい

るため．これにあやかってか？別種の球にWb独特の

稲妻ロゴや274A／Bの型番をプリントした，いわゆる

フェイク（偽物）が艶つも市場iに出回っています．

一般的にSylvania製の274BにWEの稲妻ロゴを

黄色でプリントしたものがそうともあるいはOEM品

とも言われていますが　真相はよくわかりません　こ

こでは他の子ニークな事例を幾つかご紺介したいと思
います．

まず．写真のように．薄手のプレートが外向きにセ

ットされていて，ペースにWE風の稲妻ロゴがプリン

トされた274Aば　ステム付近を見るとプレート支柱

にリードが横付けきれていますが　その正体は　どこ

かの商社が5R4GYのベースを黒いUXに付け替え

て，かつ似たような皆体でプリントし直した．いわゆ

る偽物の改造球です．5R4GYに目を付けたのはフィ

ラメント定格が等しくて特性も近いのがその理由かと
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思います．

5R4の改造球と言えばRichardsorrElectronics

が傘下のCetron製5R4WGBのベースを段付きのメ

タル・ペースに付け替えたNIj274Aも見たことがあ

ります．

そうかと思えば5U4Gの後期型に稲妻ロゴを付け

てWE274Bに仕立てた大胆な偽物（写真参照）もあり

ますが　このような代物はオリジナルとはIfが異なる

ため．注意が必要です．‾

曙光電子製274型整流管の改良に関する

私的考察

暖光電子製の274Bや274A（＝CClゼ74A）は5U4

Gの同等管である5Z3PのパルプをSTL16型からST

－19型にすげ替えた改造球なので　オリジナル：WE－

274A／Bに近づけるためには，まず電気的特性を変え

なければなりませんが具体的にはIfや内部抵抗等の

調整が必要です．

ところで5U4G QE＝3A）と5R4GYOf＝2A）

を比較すると，プレートの大きさや厚みは目視の限り

では同一というぐらいお互いが酷似していて，違うの

はフィラメントの幅ぐらいです．そこで　現状で3A
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デアです．

まず300B用の上部マイカは　現状のプレート支

柱固定孔付近にプレート固定席舌片とフィラメント懸

架用のスプリング・アンカーを挿入するためのスリッ

トを新設し，さらにプレート支柱とこれに近接するコ

イル状のスプリング・アンカーとの問の絶縁性を高め

るために，両者の問にはスリットも新設します．

続いて，300Bのステムに5Z3Pのフィラメントと

プレートを取り付け，フィラメントをコイル・スプリ

ング状のアンカーで吊ります．

フィラメントにアンカーのフックを引っ掛けるに

は　組み立て作業上　マイカとプレートの間に若干の

スペースを開ける必要がありますが　それを可能にす

るために　プレート固定席の舌片はマイカに折り返し

て留めるのではなく，スリットに差し込んでおくだけ

にしておきます．

300Bのステムは両サイドに設けられた太いプレー

ト支柱の間にグリッドやフィラメント用のリード・ワ

イヤーが4本植え込まれています．5Z3P等の金波整

流管ではフィラメントを接続するために必要なステ

ム・リードは両ユニット間のジャンパー線の支持用を

含めて3本で済みますが　ここでは中央に植え込まれ

た2本のリードは両ユニットのフィラメントを繋ぐジ

ャンパー線の固定用に禾晒します．

なお．中央2本のステム・リードはベース側で一ヶ

所に纏めて適切に処理するか，ステムの製作時に　う

ち1本を予め短くカットしておく必要があり．プレー

ト支柱は2本ともベースに向かってリード・ワイヤー

を引き出しておく必要があります。

内部構造の改良は一応ここで終了ですが　併せてパ

ルプの変更も必要です．

現状の曙光電子製274A／BはSTL19型管ですが

300Bよりも胴が約10mmも短いズンダ）したユニー

クなスタイルをしています．恐らく5Z3Pのマウント

を流用するために胴を切り詰めた専用パルプを使って

いるのがその理由かと思われますが300B用のステ

ムに電極を組み立てると．丈の短い従来の専用バルブ

では上に移動した電極が天井に接触してしまうため適

合せず必然的に300Bと同寸法のパルプを便わざる

を得なくなり，ズンダ）したスタイルから300B並み

の均整のとれたスタイルに改良されるという訳です．

通常であれば　これにて日的達成と言いたいところ

ですが　先月号でお話したとおり，中国製の274Bは

300Bとパルプの大きさを揃えることを念頭に置いて
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開発されたため，セットによっては太すぎてスペース

的に使えない場合があります．

オリジナル：WET274A／BはST－16型管のため，

多くのセットに搭載することが可能です．用途を拡大

するためにはやはりオリジナル同様のST16型管があ

ったほうが望ましく，この場合はST16型パルプで

300Bと同構造の2A38のステムに電極を組み上I対し

！漑可能です．i

このようにして製造した球にUXペースとオクタ

ル・ベースを組み合わせれば　①274A（大智：ST19

型），（9274A（細管‥STL16型），（9274B（大智：STL19

動，④274B細管：ST16勤の4種類が出来上がり，

さらにベースの素材をベークライト・モールド製とセ

ラミック製に分ければ最大8種類のバリエーションが

生まれることになります．

言葉で長々と説明するよりもイメージをご覧いただ

くほうが判り易いと思いますので　改良版の想像図を

イラストにしてみました　現状よりもかなりイメージ

が変わって，ぐっと魅力的になるのではないかと思い

ます．（どこかの商社が特注してくれるとありがたいのですが

・・）

ご参考までにプレートの取り付け方法の異なる5Z

3を最後にご紹介しておきます．プレートが外向きに

セットされているのはRCA製で　内向きにセットさ

れているのはGEブランドですが中身は欧州製の

OEM品です．プレートの取り付け方向が違うだけで

もかなり印象が変わることがお判りいただけるかと思

います

次号予告

先月号では　直線型の整流管を製造しているのは中

国とチェコだけとお話しましたが　笑はチェコの隣国

スロバキアのJ／手Electronicにおいて．2008年末頃

に5U4GBが発表されています．よって直熱型整流管

を製造しているのは正確には中国Shuguang，Fuiimu－

sic）とチェコ伍missionLabS）．スロバキア0／rElec－

tronic）の3回になります．J／JjU4GBはそれに次ぐ

第二弾となります．

また．J／J－Electronic製の整流管はこれまでGZ34

が唯一の製品でしたがJ／HU4GBは同社初の直熱

型整流管となります．先頃，待ちに待ったサンプルが

入手できましたので　次号でご紹介したいと思いま

す．観察の結果　同モデルは5U4GBEHとは異なる

特徴を持っていることがわかりました　　　　（以上）
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