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はじめに

今回は,スロバキアのJ/JElectronic社が2005月

1月に発表した新型のオーディオ用ビーム出力管:

EL 509 Sをご紹介したいと思います.

ところで　EL509(米国形式名:6KG6A)というと,

管園部にプレート端子が出たマグノーバ)レ型の,プレ

ート損失の大きな水平偏向出力管として有名です力㌦

今回ご紹介するJ/JEL509Sは,単なるオリジナル

のコピーではなく,姿形も異なるユニークな球です.

J/i-Eiectronicについて

スロバキアに所在するJ/∫-Electronic社は,チェ

コスロバキア時代の国営総合電機企業: Teslaの真

空管製造部門を引き継いで1994年に設立された民間

会社です.

同社のホームページ(http://www廿electronic.sk/)に

よると,設立当時の製品は(EL34を含む)わずか3種

類の真空管でしたが, 5年後の99年には施設は当初

の17倍の12,000 m2以上に拡張され,製品も新型管

を含めて20種類以上のラインナップに大きく成長し

ました.

J/J-Electronicは真空管メーカーとして有名です

が, 99年には自社製300 B (J/∫-300B)を4本搭載し

た同社初の真空管式パワー･アンプ: JJ 322 (300 BA

級PPステレオアンプ)の製造を開始し,現在ではパワ

ー･アンプを4機種,プリ･アンプを2機種も製造し

ています.

また同年には, 500 V級の高耐圧のブロック型電解
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コンデンサの製造も開始し,さらに3年後(2002年)に

はポリプロピレン製のフイルムコンデンサの製造も開

始しています.

最近,国内のメーカーでは,高耐圧の電解コンデン

サや大型のVR固定抵抗器など,真空管アンプに適し

た部品の製造を止めるところが多くて,自作フアンに

とっては,年を追うごとは悩みの種が増えていますが,

そんな中,スロバキアで500 V級の高耐圧の電解コン

デンサなどが製造されていることは,とてもありがた

いことです. J/J製の高而距電解コンデンサは,国内で

も秋葉原や通販等で入手可能です.

EL 509について

EL 509は,大型カラーTV向けの水平偏向回路用

荏,オランダのPhilipsで開発されたと言われる,マグ

ノーパル型の大型のビーム四極出力管で低いB電圧

でも十分な能力を発揮するように設計された球です.

生まれは欧州ですが,米国でEIA登録されて6

KG 6 Aの型番が与えられています.同族管にはEf-

40V管のPL509/40KG6AやEL519などがあり

ます.

EL509/6KG6AやPL509/40KG6Aは,その

優れたノ輔蔀こより,管球式の大型カラーTVに広く採

用され,世界名地で大量に製造されました(わが国でも

松下が1968年頃から主力製品として製造していました).

また,比較的最近まではユーゴのEiや中国の曙光

電子で製造しており,ロシアのSvetlana(-Svetlana-

St. Petersburg通称``sED")では,規在でも相当管が製

造されています(Golden-Dragonブランドの製品には現
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(第1表〉スぺトラ-ナEL509の規格

に合わせて設計されています.

EL509-II (第3表参照)は,四角

い大きな穴が3つ並んだプレートを

含めた各電陸の形状や寸法が同社製

のEL509/6P45S(表2参照)と見

かけ上は〉洞じことから,構造的に

は, EL509/6P45Sのプレート端

子をステム側に移設してシングルエ

ンド化し,かつ同社製6550 A(6550

C)と同じサイズのT14型パルプに

封入してオクタル･ベース化し,ピ

ン接続も変更(9 RJ-7AC)した｢改

造球｣であるといえます.

シングルエンド化したことによ

り,電気的にはGl-プレート間の

電極間容量がわずかに増え(0.5

pF)ましたが,ヒ一夕定格は6.3V/

2Aと,原型のEL509/6P45Sよ

りも0.5A少なくなり,より使い易

くなっています.

EL 509-IIは, ｢般的にはまだあ

まり知られていませんが,ドイツの

真空管アンプ･メーカー:T+A

elektroakustikのV 10型アンプ

(SOW/8 a)に採用されている他,わ

が国ではマックトンのDL(OTL)方

式アンプ: M-8B (SOW/80)では,

計8本を3緒にした上で多数掴並列

接続して使われています.

Svetlana (SED)のEL 509-IIは,

恐らく｢より取り扱い易いOTL用

の球が欲しい｣というセット･メー

カーの要求によって生まれたモデル

ではないかと思います.

今回ご紹介するJ/∫-Ealectro-

nicから発表されたEL509Sは,

OTLアンプ用の出力管として,

SvetlanaのEL 509-IIを手本に開

発されのではないかと思われる球で

す.

mm,センター･キーを含む全長が116mm,ベースは金属　　J/Jの自社製アンプを含め,EL509Sを搭載したア

製のシェルにベークライト製のウェハー･ベースを組み合　　ンプはまだ確認できません舞そのうちどこかで発表

わせた通称｢メタル･ベース｣)でピン接続も7ACと･　されるかも知れません.

6L6や6550などオーディオ用のポピュラーな品種
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Gl支柱にセットされた放熱フィン

(2枚)

太いグilッド支柱

600間隔で6本の

爪を設けたマイカ

浅い∪字状のスリット

プレート側面の丸い穴

(3個)

J/J-eL6GCと同様の

形状･寸法のバルブ

609　間隔で6本の

爪を設けたマイカ

幅の狭いボックス状の
ビーム形成板

浅い∪字状のスリット

●J/∫ EL 509 Sの構造的特徴

6550, KT 88といったオーディオ用ビーム出力管と同

じピン配列になっています.

続いて内部構造を見てみると,長くて大きなプレー

トがとても印象的です.

EL509Sのプレートは,全長は約46mm,奥行き

は約26mmグリッドやカソードの収まる中央部の厚

みが約8 mm, 2枚のプレート材の接合部の横幅は約

28mmと,かなり大型です.プレートの寸法や基本的

な形状はオリジナルEL509/6KG6Aとほぼ同じで

す.

1-8番ピンを手前にすると,プレートの正面には大
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半球状の管頂部

大きなゲッダーリング

(2個)

キャビトラップ板の上端に

溶接されたゲックーサポート

フラットなプレート表面

(表面は灰色)

十字状断面の大きなプレート

溶接型プレート

幅広のプレート接合部

プレート中央部の飛び出た部分

(内側にキャビトラップ板を鞍手

小判型の金具を介して

プレートに溶接された
iノード

黒いモールドベース

きな丸い穴が縦に3個開いており,そこを通してボッ

クス状のビーム形成板やグリッドが確認できます.

灰色のプレートはアルミクラッド鉄板製で表面に

は熱変形防止用の補強リブは設けられていませんが

プレートの中央部が外側に一段飛び出した,十字伏断

面の複雑な形状になっています.

具体的には,グリッドやカソードの収まるプレート

の厚みは全体的には約8 mmですが,その厚みは一様

ではなく,熱電子がビーム状に集束されて衝突するプ

レートの接合部分が外側に向かってさらに5mm程

外に飛び出した複雑な形状になっています.

91



Ep=150VEg2=150VEg1ニー32V 

Ip 薄s"�

EL509Sサンプル1 ���網��4.4mA 

サンプル2 ��#vﾔ��4.OmA 

サンプル3 ����ﾔ��3.7mA 

サンプル4 ���fﾔ��4.1mAi 

サンプル5 ���Fﾔ��3.8mA 

サンプル6 涛Fﾔ��3.2mA 

サンプル7 ���fﾔ��3.4mA 

サンプル8 ���fﾔ��4.3mA 

サンプル9 ��#�ﾔ��4.5mA 

サンプル10 ��3&ﾔ��4.OmA 

サンプル一一 ����ﾔ��3.7mA 

サンプル12 ���vﾔ��4.OmA 

サンプル13 ���6ﾔ��3.8mA 

サンプル14 涛Fﾔ��3.2mA 

サンプル15 ��#�ﾔ��3.4mA 

サンプル16 ��ｳ�Fﾔ��4.4mA 

サンプル平均1110.8mAli3.9mA 

(第5表〉 ∫/∫-EL 509 Sの測定結果

まとめ

2005年の1月に発表されたJ/∫-EL 509 Sは,構造

的には水平偏向出力用のマグノーパル管: EL 509を

シングルエンド構造のGT管にマイナーチェンジし

た球で, Gl-プレート間の電極容量のわずかな違いや

最大プレート電圧を除いては,電気的にはオリジナル

EL 509とほぼ同等です.

ベースとなったEL509/6KG6AやPL509/40

KG 6 Aは,管球式大型カラーTV用の高性能な水平

偏向出力管として,比較的近年まで世界中で大量に生

産されていたことから,手頃な価格で入手できる数少

ない大型の品種として,無線機のリニア･アンプやオ

ーディオ用のOTLアンプなどでの使用例の多い球で

す.現症でもEARやSDサウンド等メーカー製の大

出カアンプに搭載されています.

EL 509は,今でもユーゴのEiの製品が入手可能な

はか,ロシアのSvetlana(SED)では, Ifがオリジナ

ルよりも0.5A多い相当管の6P45S (6Ⅱ45C)を

EL509と改称したものが現在でも製造されていま

す.

しかし, EL509はトップ･プレート管のためプレー

ト･キャップが必要でベースも9ピンのマグノーパ

ル型と,実装面やメンテナンスの点で少々使いにくい

ためなのか,最近になってロシアのSvetlana (SED)

からは,同社製のEL509をシングルエンド構造の

118

GT管に改造したEL 509-II (EL 509- 2 )が発表されて

います.

EL509-IIは,すでにマックトンのM-8B (sow/8

A)などに採用されており, ｢より使い易い球が欲しい｣

というセットメーカー側の要求がその開発の背景にあ

ったことはほ(調達いないかと思います.

さて, J/JEL 509 Sは, OTLアンプ向けに, Svet-

lanaのEL 509-11を意識して開発されたのではない

かと思います.

両者は電気的な特性はほぼ同等で,ピン接続も同じ

ですが,外観が異なります.

SvetlanaのEL 509-I量は,同社製6 P 45 SのIfを

0.5A減らしてヒ一夕定格を6.3V/2Aに変更し,電

極を6550用のT 14型バルブに封入したメタル･ベー

ス管であるのに対して, J/JEL 509 Sは同社製6 L 6

GCのパルプに封入したモールド･ベース管で,

EL 509-IIよりも直径が一回り小さなスリムな外観の

球になっています.　　　　　C　会

肝腎の音質については,我が家ではこれを試すアン

プがないので確認できませんが, EL509 Sは特性の

ばらつきも少なく,品質的にも良好?, OTL用の出力

管として有望ではないかと思います.

また,電気的にはEL509/6KG6Aと同じながら,

ベースがポピュラーなオクタル型で　ピン接続もオー

ディオ用多極出力管としては一段的な7ACタイプ

で,しかもプレート･キャップか不要という特徴は,

複数の球を並夕蝦続するOTLアンプでは, ｢水平偏向

出力管をオーディオ用出力管と同じような感覚で使え

る｣ということになり,実装面やメンテナンスの点で

大きなメリットとしてあらわれてくると思います.

なお, EL509Sの型番の末尾(サフィックス)の"S''

が何を意味するかはまだ確認できません.

∫/J製の真空管のうち, ECC 83 Sは,スパイラ)レ型

のヒ一夕を採用しているため,サフィックスはスパイ

ラル(宣piral)も意味していますが, 6 V 6 Sや7591 S,

GZ34Sのように,もともとTesla時代には無く, J/

Jになってから新たに開発された球は,オリジナルよ

りも大型のバルブを採用するなど,同社独自の新たな

工夫が採用されていることから,スペシャル(宣pecial)

の意味合いのほうが強いのではないかと思います.

今回ご紹介したEL509Sの"S"は,オリジナル

EL 509を使いやすくしたスペシャル(Special) ･チュ

ーブを意味しているものと思われます.
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