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はじめに

スロバキアに所在するJ/J-Electronic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企

業です.

設立当時の製品はわずか3種類の真空管だけでした

カキ5年後の1999年には新型管を含めて20種類以上

のラインナップに成長し,現直では真空管式アンプや

高耐圧のブロック型電解コンデンサやフイルム･コン

デンサも製造しています.

さて,今回ご紹介するのは, 2005年3月に発表され

たJ/JEZ 81です.

∫/∫-Electronicとしては初のMT管タイプの整流

管ですが,同社の前身のTeslaでは80年代頃まで製

造されていました.

観察の結果, J/JEZ 81は, Tesla時代の製品の復

刻版といえるほど完成度の高いモデルであることがわ

かりました.

わが国では, 11月頃から秋葉原のショップの店頭に

並び始めたようです.

EZ 81について

EZ 81は,オランダのPhilipsが1954年頃に開発

した傍熟型の全波整流管です. MT管型の力柄なバル

ブと少ないヒ一夕･パワー(6.3V/lA)にもかかわら

ず, 1球でEL84のシングル･ステレオ･アンプカ涌且

めるほどの直流出力電流(150mA)が得られることが

特徴?,当時広く使われていた5 Y 3を上回る性能を

80

持った球です.

後に米国でEIA登録されて6 CA4の型番がつき

ましたが,他にもCV5072やUU129 U709といっ

た同等管があります.

EZ 81/6 CA 4は欧州のほか,米国本土や東欧,日本

を含め,世界各地で製造されました.わが国では,松

下が6BM8とともに1956年に国産化し,続いて東

芝や日立でも製品化されました.また, 1957年には東

芝や日本電気が5V版の5R-K16を発表していま

す.

EZ81は, 1950年代後半から60年代初頭にかけ

て, Philipsをはじめ欧州各社の大型ラジオやオーデ

ィオ機器等の電源部に数多く使われました.

J/∫-Electronicの前身であるTeslaでも, 625 A

や627 A 1106 A型``Maestro-II"等のマルチバン

ド･タイプの中･大型ラジオに採用されていました.

また,電子楽器の世界でも, EZ81はEL84とコン

ビを組んで多数のメーカーの中出力のギター･アンプ

でよく使われていました.

例えば英国の老舗ギター･アンプ･メーカー:

Marshallでは, 1958年に発表した.`The 18 WMar-

shall''と言われるEL84PPによる出力18Wのコン

ボ･アンプ･シリーズの電源部にEZ81が採用されて

います(第1図参照).

このMarshallの18Wシリーズには,1958年にリ

ード･ギター用に発売されたモデルと, 1973年と翌

1974年にリード&ベース･ギター用に発売されたモ

デルの3タイプがありますが,これ以降の製品の電源

部は半導体整流器に置き換えられています.
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●左より, ∫/JEZ81,テスラEZ81,テレフンケンEZ81, EH6CA4,シーメンスEZ8L ∫/JEL84

Teslaの製品や往年の欧米の製品と上睦交すると,サイ

ズは同じで　むしろJ/J-EZ81のほうが｢寸法的には

標準的｣といったところです.

1-9番ピンを右側にすると,正面の管壁には,丸で

囲まれた大きなJJのロゴマークの他にEZ81の型番

が赤インクで印字されています. (Tesla時代のEZ81も

同じ位置にブランド名と型番やロット記号が黄色のインク

で印字されています)

ボタン･ステムは透明度が高く,ステムから電極に

向かって立ち上がった鈍色に輝くリード･ワイヤーが

印象的です.

ピンはロシア球ほどではないものの,やや先の尖っ

たタイプで,メッキ処理されたその表面は銀色に輝い

ています.

続いて内部構造を観察してみると,電極の中心部を

垂直方向に貫くカソードを軸にして,コの字状のプレ

ートが上下から十字型に組み合わさった電極構造にな

っています.

全体的な印象としては, EZ 81の弟分にあたる一回

り小型の整流管: EZ80/6V4の電極をそのまま約

二倍にサイズ･アップしたような感じです.

J/J-EZ 81の各電極や部材の大きさはTesla時代

のEZ81や6CA4-EHと同じで,オリジナル:

PhilipsEZ 81と比較してもほぼ同じサイズです.

表面が灰色のプレートはアルミタラッド鉄板製で

横から見るとコの字状にプレスか旺された2枚のプレ
ート材は,左右合計8箇所をカシメて組み立てられて
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います.

プレートの端部は外側に向かって900切り開かれて

おり,灰色をしたプレート材の裏面の金属色に輝く部

分が表面に露出しています.これは6CA4-EHや

Tesla時代のEZ 81と同じデザインです.

正面から見るとI字状に切り開かれた, ∫/∫-EZ 81

のプレート端部は,その横幅は両端が6.5mm,真ん

中が4mmもあり,放熱フィンとしても機能していま

す.

2枚のプレートを十字型に組み合わせた電極構造

や,各電極の寸法,プレートの端部を外側に切り開い

たその形状は6CA4-EHやTesla時代のEZ81と

共通ですが,プレート端部の細部の形状が微妙に異な

ります.

ロシア製の6CA4EHは,正面から見るとI字状

に切り開かれたプレート端部の上下の角が四角なのに

対して, J/J-EZ 81やTe.sla時代のEZ 81は角が斜

め450に切り落とされた模型になっています.

上下二つのプレートを串のように垂直に貫いている

カソードは直径約2 mmの円筒状で,電極中央部の隙

間からは白いカソード･コーティングがよく見えます.

点火時にはカソードが滴るような赤い色に灯って何と

もいい感じです.ヒ一夕はスパイラル巻きのコイル･

ヒ一夕で, Tesla時代の製品と同じ仕様です.

ゲックー台はリング状?,プレート上端部の舌片に

その腕が溶接されており,管瞑部に向かって銀色のゲ

ツタ-がたっぷりと飛ばされています.
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上下マイカには90｡間隔で2本ずつ爪が設けられて

おり,電趣を管壁にしっかりと支持しています.

さらにプレートの上下端部の舌片を折り曲げて上下

マイカに固定した頑丈な造りになっています.これら

はTesla時代の製品や6 CA 4-EHと同じ手法です.

1番ピンと6番ピンのステム･リードの先端は下部

マイカに固定されていますが, Tesla時代のEZ 81で

は,ステム･リードは下部マイカに設けられたバカ穴

に差し込んで横に曲げているだけなのに対して, ∫/J-

EZ81や6CA4-EHでは, 2本のステム･リードが下

部マイカにセットされたハトメに溶接され,電陸を下
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●J/J｢EZ 81の構造的特長

から1800間隔で支える支柱の役割も兼ねたより堅固

な構造になっています.

観察の結果, ∫/J-EZ81は,外観や電極構造が

Tesla時代のEZ81と酷似していることがわかりま

した.

J/∫-EZ81とTesla時代のEZ81を比較すると

(Tesla時代のEZ81は製造された時期により,ゲッタ一台

がD字状の｢横型｣であるかリング状であるかの違いがあり

ますが),両者の違いは先に述べた1番ピンと6番ピン

のステム･リードの先端をハトメに固定しているかい

ないかの違いだけであり, ｢J/JEZ 81はTesla時代
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●J/∫ EZ 81のサイド側から見る

主役の座を譲ると,電源の半導体化の波に押されて,

他の整流管と同様に表舞台から姿を消しました.

現在では, EZ 81を使う機会はオーディオの世界で

はあまりありませんが,電子楽器の世界では,かつて

1950年代未から60年代にかけて製造されたヴィンテ

ージのギター･アンプの保守用で需要があり,また,

欧州製の中･大型ラジオやオーディオ機器のレストア

用としても需要があります.

かつてヴィンテージ時代に大量に生産された

EZ 81も,製造終了後20年以上経った今となっては,

めっきりと数が少なくなり,最近ではPhilipsやMu1-

1ard Siemens, Telefunken, Amperex,松下とい

った著名なブランドの製品は入手困難になってきまし

た.

加えて, 2年前までは,現代管を生産しているどの

メーカーも同種のMT管タイプの整流管を製造して

いなかったため,入手困難に拍車をかける状態になっ

ていました.

米国のガレージ･メーカーからは,鋼製の容器の中

にダイオードを2本組み込んでMT9ピン･ベースを

取り付け, EZ81と差し替えられるようにした``代用

整流管''まで発売されています.

整流管は出力管や電圧増幅管に比べて寿命が華と較的

短いという宿命を負っているため,スペア球の確保が

悩みの種ですが, 2004年に現行管としては初めてロシ

アのElectro-Harmonixブランドから6 CA 4-EH

が登場した背景には,恐らく電子楽器分野でのオリジ

ナル管の枯渇に対する代替品のニーズに応える目的が

あったのではないかと思います. 6CA4-EHの登場

は,このような悩みを持ったユーザーにとって朗報と
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なりました.

∫/JElectronic製の真空管は,オーディオ･アンプ

の他,ギター･アンプでも広く使われていますが,令

回発表されたEZ81は,同社製のEL84とともに,主

にギター･アンプ向けの需要を意識して開発されたの

ではないかと思われます.

整流管にはシリコン･ダイオードでは得られない真

空管独特の｢持ち味｣がありますが,巷で流行してい

るiゼodを接続して使用する据置型のメーカー製真

空管式パワーアンプ(出力3W+3W, 6BM8×2, 6

cA4)でEZ81が採用されているような事例を見る

ど,整流管の良さも再認識されつつあるようです.

今後新たに6 BM8や6 BQ5で小型アンプを組も

うと考えている方にとっても,EZ 81復刻版の登場は,

アンプのオール真空管化を図れるので,興味をそそる

ニュースではないかと思います.

ところで　6BQ5とEZ81の現行管を使用してア

ンプを組もうとすると,昨年までは, EZ81だけはロ

シア製しかなくて,すべての球をロシア以外の製品に

そろえることができませんでした.

けれども,今後はスロバキアのJ/LElectronicの

製品で統一できるので電圧増幅管や出力管,整流管

までの全ての球を一つのブランドやトーンにそろえる

ことができるのも大きなメリットではないかと思いま

す.

∫/∫-EL84とEZ81を並べてみると,ルックス的に

もバランスがとれ,なかなか魅力的です.
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