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はじめに

先月号では,中国最大の真空管メーカー:曙光電子

(Shuguang)でメッシュ状プレートを採用した新型300

Bが開発されていることをお伝えしましたが,今回,

そのうちナス型バルブの300Bを入手することがで

きましたので;ご紹介しだいと思います.

今回わが国に上陸した,この曙光電子(Shuguang)輿

のナス型300Bは,メッシュ状プレート管:300B-

Classic (2003年10月号参照)に続く同社メッシュ状プ

レート管シリーズの第二弾で,自社ブランド

(Shuguang)の他に,香港のValveArtブランド(0 &

∫ Enterprise)からも発売されています.

ValveArtブランドでは,この球を300 B-S-Aと

ネーミングしていますが,米国のWeb上では,

Shuguang300 BS-Aとして紹介しているところが多

いので,本｢現代管障撮シリーズ｣では,この新型管

を300 BS-Aと呼びたいと思います.

なお,写真を見てお判りのとおり,今回入手した曙

光電子自社ブランド製品は,なぜか?単なる300B

として表示されていす.

さて, 300 BS-Aは,現行の曙輝子300Bシリー

ズの最新標準モデルである300 B-98 (金メッキ･グリッ

ドの高品質管)をベースに,プレート材を炭化処理した

ニッケル板からメッシュ状にカ旺された塑ニッケ

ル(-Bright Nickel)板製プレートに置き換え,バルブ

をST型からナス型に変更し,ベースをメタルベース

化した球です.

この新型管は,メッシュ状プレートであることの他
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に,曙光電子としては初めてナス型バルブを採用した

ことや, 300 B系として史上初めてのメタルベースを

採用したことなどのユニークな特徴があります.

ところで中国製の300Bで,ナス型バルブでかつ

メッシュ状のプレートを持つ製品としては,すでに全

眞音響電子: Fullmusicブランドの300 B/nが数年

前にデビューしており,欧米や日本のメーカー製アン

プでの採用例やあるいは自作アンプでの使用例が増え

るなど,近頃ユニークな300Bとして注目を集めてい

ますが,今回,曙光電子から発表された300 BS-Aは,

どうやらこのFullmusic-300 B/nに対向して企画さ

れたモデルのようです.

そのため, 300BS-Aは,一見すると300 B/nによ

く似ていますが,サンプルを観察したところ,ライバ

ル製品をよく研究して作られており,自社の製造技術

に合わせた独自の工夫が盛り込まれていることが確認

できました.

曙光電子での開発が終わったのは2003年の春頃の

ようで　まず米国で秋頃から発売されたようです.戟

が国には11月頃になって秋葉原の販売店のウインド

ウに登場しました.

構造的特徴

それでは,特徴ある化粧箱からご紹介しましょう.

300 BS-Aは,ちりめん模様に表面かⅢニされた金紙

を貼ったボール紙製の化粧箱に入っています.

金地の箱の表面には,緑のインクで描かれた五線譜

や音符とともに,赤いシルエットの300Bが配置さ

れ,中身の製品がオーディオ用のスぺシャ)レ管である
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フィラメントを規定位配に保つ

ゲージマイカ
釣竿型のフィラメント･アンカー

300B/nのほうがプレートが

若干大きい).

大きな小判状のトップ･マイカ

プレート支柱と共締めされたトップ　マイカ

ミヅド･マイカ(ST管用からの改造品)

銀色t=瞳くメッシュ状の

ニッケルプレート

裾をやや輔状…まったネック節分一一二ク

(第1図)

曙光電子300 BSAの構造

的特徴

等の処理は特に施されていません.これはFullmusic-

300 B/nの現行管も同様です.

この銀色のプレートは,ニッケル線をネット状に編

み込んだ純粋な意味でのメッシュプレートではなく,

ブラウン管のシャドウマスクの製造技術を応用して,

エッチングカⅢ二により,ニッケル板に無数の孔をメッ

シュ状に規貝旺しく開けた素材を採用しています.

同様の手法で加工されたプレートを持つFull-

music-300 B/nと比べると, 300 BS-Aのほうが個々

の孔が大きく(-開口率が高く),よりメッシュ状に近く

なっており,点火時には赤く灯ったフィラメントが透

けてよく見えます.

300 BSAのプレートは,原型の板プレート管: 300

B-98と同じく標準サイズですが, Fullmusic-300 B/

nと比べると,縦方向に4mm窺くなっています(-
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プレート表面にプレスさ

上蔀マイカ固定用の蜘ハトメ　　れた補強リブは, 300 B/n

が中央寄りに3本なのに対

して, 300 BS-Aでは, 300

金メッキ　T')ッド　　B-98と同じく均等に5本

となっています.
ナス型パルプ　　　このことから, 300BS-

Aのプレートは,板プレー

ト管の300B｣)8と同じ金

5本の髄リブ　型でプレスされていること

がわかります. 2枚のプレ

ート材の接合方法はカシメ

を併用しない溶接型です.

グリッド･ワイヤーは,

300B-98同様に金メッキ

各プレート支柱に溶接された
ボタン状のダック一台

処理されており,グリッド･

エミッションを抑制し,初

期特性を長期にわたって保

つことを目的とした,高信

頼管仕様となっています.

4往復に折り返されたフ

ィラメントは, Fullmusic-

300B/nに倣って,カンチ

レバー状の4本のフィラメ

ント･アンカーで上から吊

られています.

このフィラメント･アン

カーは, ｢の｣の字に曲げられた板バネにピアノ線を曲

げて作ったフックを溶接した2ピース構造で,同様の

構造を持つ300B/nよりもアンカーのパーツはやや

小型で,板バネの曲げ方も鋭角的になっています.

また,フィラメント･アンカーの取り付け間隔も300

B/nが6mm間隔なのに対して300BS-Aは5mm

間隔と少し狭くなっています.

無点火状態でもプレートから透けて此瑠i的よく見え

るフィラメントは,円形断面の細いワイヤーになって

おり,リボン状のフィラメントを持つ原型の300B-98

や,これをメッシュ状プレートに改造し,特注のタイ

トベースを取り付けた300 B-Classic (2003年10月号

参照)とは仕様が異なっています.

また, A型の素子を4つ接続したFullmusic-300

B/nのフィラメントも同じ円形断面のワイヤーです

95



フィラメント

〈第2図〉 3ヤoint Filament Suspensionの構造

が,曙光電子: 300BS-Aのほうが少し細くなってい

ます.

ところ1, 300 BS-Aのユニークな特徴として,フィ

ラメントの上部の折り返し部分の近く(上から約3

mmの位置)に幅1mm,長さ約2mmの金属片が溶

接されているのを発見しました. (第2図参照)

これは,曙光電子で同時期に開発されたメッシュ状

プレートの300 B-Classic (ST営)には見られない構

造で　メーカー側の発表は何もありませんが,米国か

らの情報によると, 3-Point Filament Suspensionと

いう新しい改良点とのことです.

なるほど,フィラメントはアンカーに引っ掛けた折

り返し部分の頂点と,その手前にある両側のフィラメ

ントを横に短絡するように溶接された短い金属片の計

S箇斬(-3-Point)でトライアングル状に支持されてい

ます.

これは恐らく,電気的には細いフィラメントの折り

曲は力Ⅲ二時のストレスに起因する部分抵抗値の上昇や

断線等を防ぐねらいと,機械的にはフィラメント折り

返し部分の強度を確保することや,組立時の歩留まり

を上げ',仕上げを均一にするねらいがあるのかもしれ

ません.

曙光電子では,過去にWE-300 B復刻版の登場に前

後して, WE-300Bのようにフィラメントを釣り竿型

のアンカーで上から吊った中国真空管史上初のモデ

ル: 300 B-A (東unging-Type)を製造していましたが,

テンション管理やフィラメントの位置決めが難しい釣

竿型アンカーの使用に不慣れのためか,仕上げのバラ

つき等が目立ち,コストや手間もかかるため,現在で

は生産終了となっているようです.

今回の300BS-Aにおけるフィラメント上部での

金属片の追加(-3-Point Filament Suspension)は, 300
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B-A製造時の苦い経験が生かされているのでは

ないかと思います.

上部マイカは3枚重ねになっており,形状や構

造は, Fullmusic-300 B/nを手本にしています.

透明なマイカからは金メッキされたグリッド･ワ

イヤーが透けてよく見えます.トップ･マイカは

KT 66に似た大きな力判型で,端部に5本ずつ設

けた爪により,直径の大きなナス型パルプの天井

にしっかりと接触して,電極を保持しています.

ところで, Fullmusic-300 B/nも,これを倣っ

た曙光電子300BS-Aも, 4本のフィラメント･

アンカーが籠進上,プレート支柱に近接している

ため,トップ･マイカはこれを避けるように周囲が大

きく切り抜かれています.

このため, Fullmusic-300 B/nでは,構造上,トッ

プ･マイカは片方のプレート支柱との共締めによる1

点止めで残るもう片側がフリーな状態になっていま

すが,曙輝子の300 BS-Aでは,浮いている側のマ

イカのへりに1本の細いハトメを追加して上から二番

目のマイカに共締めすることにより,より安定した2

点止めを実現し,管壁への接触圧のバランスを改善し

ています.

続いて,プレートやグリッド,フィラメントの各パ

ーツを規定の位置に保持する役割を果たしている上か

ら二番目のマイカは, ST管型300 B眉の独特の変形

万嘩山型をしたトップマイカの流用品です.

力判型のマイカの中央の左右方向には, STバルブ

のドーム天井に接触し電極を保持するための3つの爪

を持った舌片力残っており, ST型でフィラメント懸

架用のコイル状のスプリング･アンカーがセットされ

る場所は,釣竿型アンカーで4往復のフィラメントを

吊るための細長いスリット状に改造されています.

フィラメント･アンカーやプレート支柱の片方と共

締めされた二番下の短形のマイカは,フィラメントを

規定の位置関係に保つゲージの役割を担っています.

他方,ステム側に位置する電匪下部のマイカは, ST

型の300 Bと同様に円盤の角を切り取った小判状の,

白く濁ったマイカとなっています.

下部マイカにおけるフィラメントの支持や接続の方

法は, Fullmusic-300 B/nがチェコ製300 Bを手本

に,リボン状の板材でプリント基板風に処理している

のに対して,曙光電子の300 BS-Aでは,従来の曙光

電子製のST型の製品と同じく,針金状のリード･ワ

イヤーによって処理されています.
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このステムまわりのリード･ワイヤーの加工は,原

型の300 B-98同様,以前の製品に比べればとても丁

寧な造りになっています.

2本のプレート支柱からそれぞれ下方に幅3mm

のリボンによって腕を伸ばしたゲッタ一台は小型の円

盤状で,バルブ下部に向かって銀色のゲックーが全局

にわたり,たっぷりと飛ばされています.

電気的特徴

ペア組みされた二本の球に付属していた販売店での

測定結果力綜己入された紙片によると, Eb-350 V Eg

ニー74.OV時に,一方はIp-40mA他方はIp-43

mAとなっており,標準的な中国製300 Bの常陸を示

しています.

300 BSAの規格は,現在のところ,残念ながら他の

中国球同様に詳しい'開設が入手できませんが,メッシ

ュ状プレートの300BS-Aは,板プレートの300 B-

98を原型としていることから,プレート損失以外のス

ペックは電気的には一般的な300Bとほぼ同等と考

えても構わないかと思います.

ただし,プレート損失に関しては,通常,メッシュ

プレートは板プレートよりも許容損失が少ないこと

ど,かつプレートの表面にはカーボナイズ等の耐損失

増強のための処理が施されていないので　メッシュ状

の銀色プレート(Bright Nickel plate)を採用した

300 BS-Aは, Pd-40Wの300B-98(板プレート)

よりも,プレート損失は少ないと考えたほうがよさそ

うです.

それでは一体,プレート損失は何Wあるのか?

恐らく30W台ではないかと思います.

ちなみにプレート損失21W (Ep-350V Ip-60

mA)で動作させているわが家の300 Bアンプに300

BS-Aをセットして,一昼夜連続動作させてみました

那,プレートの赤熱やエミ減等のトラブルは全く発生

しませんでした.

しかしEpを目-杯かけてIpをたっぷり流して出

力を稼ぐといった,プレート損失の大きな動作条件に

するのはやはり酷だと思います.

できれば求の寿命を考えて,少し余裕を持った動作

条件で使うの力滴申衛生上もよろしいのではないかと

思います.

まとめ

今回発表された300BS-Aは,曙光電子
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(Shuguand)製の300 Bで初めてナス型バルブを採

用したメッシュ状プレート管として,とてもユニーク

な製品かと思います.

WE310 AとWE274 Bの組み合わせで試聴した

ところ,肝心の音質については, 300 Bに共通する音の

キャラクターは受伊継いでいますが,バランスは若干,

中･高域寄りに感じました.

なお,これはまだ一昼夜動作させての試聴結果であ

って,今後の使用過程でさらにエージングが進めば

音のバランスや表情は変わってくると思います.

同様の構造を持つFullmusic-300 B/nとの比較で

は, 300 B/nのほうがやや中･低域寄りで中庸かなと

いう印象です.

また, 300BS-Aも300B/nも,ふわっと漂って,

すっと抜けて消えるような,メッシュ球独特の音の余

韻が感じられます.

さらに,プレートの網目越しには,淡いオレンジ色

に灯る幾条ものフィラメントが輝き,パルプの壁面に

は,プレートの網目をすり抜けて管壁に到達した電子

が放つ青白い蛍光がゆらめいて,視覚的にも魅力たっ

ぷりです.

300 BS-Aは,現行の曙光電子製300 Bの中では最

も高価な部類に入りますが,なかなか魅力的なモデル

ではないかと思います.

追伸: 2A3-EH (Go一d Grid)はタイトペースである

ことを確認

2003年12月号でElectro-Harmonixの2 A 3-

EH (金メッキ･グリッド管)をご紹介した際は,入手

したサンプル(2002年12月製)がごく初期段階のもの

で黒いモールド･ベースを履いていました.

米国のWeb上の画像では,翌2003年1月製のもの

が白いタイトベースを履いていることを確認しました

が,その後, 12月になって新たに入手したサンプル

(2003年2月製)により, 2A3-EHは300B-EH同

様に白いタイトベースを履いていることを現物でも確

認できました.

また,化粧箱も黒いEH球用のものから, EHtold

専用の金色の箱に変わりました.この金色の化粧箱は,

2003年11月号でご紹介した12 AX 7-EHG (金メッ

キ･ピン仕様)をはじめとする｢運のEH-GoldPins

シリーズで採用されたもの?,現在では,金メッキ･

グリッド管の2A3-EHや300B-EH (GoldGri㊥

の新規出荷分も金色のイ擢箱に変更されています.
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