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ロシア製Genaiex

N709復刻版
（Part－1）

繚　　　　　　　　都来往人　　　　　　　　　の

はじめに

米国のNew Sensor社が展開するロシア製

“Genalex”ブランドからは，これまでにKT66復刻

版（2008年4月号参照）やKT77復刻版（2008年11・12

月号参照），KT88復刻版（2007年7・8月号参照）とい

った往年のGold－Lion主要三大オーディオ用ビーム

四極出力管が発表されましたが，これらいわゆる「金

獅子三兄弟」に引き続き，2008年の10月頃になって，

今度はN709の復刻版が米国で発売されました．この

球は，同社が所有する“Genalex’’の商標権を用いた

往年のM一〇．Valve製真空管復刻計画の第4弾にな

ります．

米国輸出向けに使用された‘‘Genalex’’ブランドに

は，オリジナル三大オーディオ用ビーム四極出力管

（KT66，KT77，KT88）のほか，EL84相当管（N709）

やECC83相当管（B759），EZ81相当管（U709）な

ど，他の品種もラインナップされていました．大型GT

管に関しては2008年11月号でご紹介済みなのでこ

こでは省略しますが，MT管の根元には，真紅の地の

真ん中にブランド名（Genalex）と原産国名を白抜き文

字で入れて，その両脇に朱色の四角い枠を配した専周

デカール（Red－decal）が貼られているのめ汐卜観上の特

徴です．

イ鯵駐箱は，GT管では時代によって色やデザインの

異なる複数のタイプが確認できましたが，MT管では

白地に赤と黄土色（金色の代用）を配した中に，独特の

‘‘G01d－Script”によって“Gold－Lion’’のブランド名

が大きく表示された60年代のものしか確認できませ
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んでした　この時代の箱にはトレード・マークの金獅

子が球の形式名の看板を持って立っているエンブレム

が象徴的に描かれており，さらに特注品であることを

意味する“CUSTUM TUBE”の文言や発売元が

NewYorkに所在した関連会社のBICであることが

表示されています．

Gold－Lionブランドは，主要三大オーディオ用ビー

ム四極出力（KT66，KT77，KT88）管では最後まで使

われましたが，Genalexブランドは残念ながら70年

代後半には使われなくなりました．70年代に入って製

造品種の整理・縮小が進むと，M－0．ValveではMT

管型の受信管の製造は終了したものと思われます．

GenalexブランドのMT管型オーディオ球が販売さ

れたのはそれほど長期間ではなかったのではないかと

思います．

今回発表されたGenalex－N709復刻版は，入手し

たサンプルを観察した結果，ロシア製EL84として有

名なElectro－Harmonix：EL84EHとはルックス

が異なり，オリジナルを意識した新製品であることが

わかりました．

これから都合4回にわたってその概要をお伝えしだ

いと思いますが，まず第1回目の今回は，オリジナル

N709やEL84の変遷について触れてみたいと思い

ます．

EL84について

N709はM－0．Valveが発表したEL84と差換え

可能な相当管ですが，ここではまず，オリジナル

EL84の生い立ちについて触れてみたいと思います．
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Ⅴ）し，5000時間の寿命が保証されています（第5表参

照）．手持ちのサンプルはValvoのHunburg工場製

で空軍に納入されたことを示すファルコン・マーク

が日脚されています．外観は同工場製の民生用EL84

に酷似していますが，上部マイカはスプリング・マイ

カを重ねて厚みを増し，かつマイカの舌片でカソード

の振動を抑え込む耐震性向上対策が施されています．

さらにステムの底にはG3に接続された円盤状のシ

ールド板がセットされていて，動作安定対策も厳重に

簿黒∴なっています．
N709と

Mullard－

EL84

さな信号入力で大きな出力が得られるため，NFBの

併用で高隆能なアンプが叫、型に組めるなど，様々な点

で当時普及していた6V6GTを圧倒したことから，

セット・メーカーに歓迎されて，戦後のHi－Fiオーデ

ィオ・ブームの中であっという間に普及して，一世を

風靡しました．Philipsがスペインで1956年に出した

広告（第2図参照）では，小柄なEL84の持つ高いポテ

ンシャルが重量上げをしている選手のイラストで象徴

的に表現されており，同社の意気込みの強さが感じ取

れます．また，米国のIRC誌でも同時期にMullard

が「英国のHi－Fiエキスパートは，中出力級のアンプ

にEL84を選ぶ！」という内容の広告を出していまし

た．

EL84の高僧頼管：E84L／7320について

EL84／6BQ5には，ヒ一夕規格の違うTVセット

屈の8BQ5，10BQ5のほか，軍用向けのCV2975

やM－0・ValveのN709などの同族管があり，また，

業務用の南信頼管として7320やE84Lがあります．

7320はPhilips系のメーカーで開発・登録されたも

のと思われ，仏のCIFTEやMazda，独Valvo等で

製造されました．基本的な常陸は基準管のEL84と同

等ですが，EpmaxとEg2maxは100Vアップ（400
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E84Lは，1968年頃にPhilipsが発表したSQ

（宣pecialQuality）管です．オリジナル規格表（第6表参

照）を見ると，基本的な常陸はEL84と同じです科

最大定格は，EpmaxとEg2maxはともに＋150V

（450V），プレート損失は＋1．5W（13．5W），G2損失

は＋0．2W（2i2W）アップしており，1万時間の寿命

保証や厳しい耐衝撃・耐震試験をクリアしていること

がわかります．

写真のサンプルはPhilips製のように見えますが

反対側には“Gemany”のスタンプが押されており，

中身は独Valvo製と同－です．Philips製のE84L

は，どうやらValvoで製造していたように思われま

す．

E84LもTelefunkenの製品は別格のようで

7320／E84しの副番が併記された同社オリジナル規

格表（第7表参照）には，1万時間の寿命保証の他に，

1万時間動作時点での故障率は1．5パーミルで民生

用のEL84に比べて各スペックの許容範囲が狭くと

られていることや，2．5Gの耐震性と500Gの耐衝撃

性をクリアし，カソード材の吟味によって寿命終止点

まで安定した性能を維持できることが5大特徴として

PRされています．

7189，7189Aについて

小柄でかつ小さな信号入力で大出力が得られ，簡単

な回路構成で高齢邑なアンプが組める利点が気に入ら

れて，メーカー製の中出力アンプに多用されたEL84

は，ABl級PP動作で17Wの最大出力が得られパ

ルプ表面積の小さい9ピン型のMT管としては，それ

だけでも非常に大きなスペックを達成していますが，

Hiゼiブームの隆盛の中でアンプの大出ガイ［韻i争が進

むと，そのニーズに応えるために，さらに出力を搾り

出す努力が続けられました．

まず最初に行われたのはEpmaxの向上で，設計
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メントの保持の役割を，大きな主マイカが

ユニット全体を管壁に保持する役割を担っ

ています．

このことから，6DZ7は製造途中の同社

製6BQ5のマウント（組み立て済み電極）を

朝の大きな主マイカ上にセットした構造

になっていることがわかりました．Gl放

熱板は電力損失の大きなユニットを2つ詰

め込むために追加されたものと思われ，ゲ

ツターも2個に強化されています．原型の

6BQ5よりもEpmaxが140V向上して

いるのは，ステムが大型化して各ピン間の

沿面距離が長くなったことによるものと思

われ，それによって副次的にプレート損失

も1．2Wアップしたものと考えられま

す．

6DZ7は1本でPP出力段が組める経

済的な球で　当時の家庭用の小型ステレオ

に一時期積極的に採用されたようでした

が，カソードが分離できない双極管である

が故，使用法が限定されて，アンプの半導

体の波に押されると活躍の場を失い，忘れ

去られてしまったようです．けれども，90

年代から今世紀にかけての製作言醇で取り

上げられて，再注目された球でもあります．

N709について

N709は，英国のM－0．Valveが1953

年頃に発表したEL84と差換え可能な相

当管で　GenalexGold－Lionブランドの

他MarconiブランドやGECブランドで

も発売されましたが，その期間は以外と短

くて，60年代半を顆までだったようです．

電気的常陸は第12表のとおりでEL84

と同じです．1959年に発行されたオリジナ

ル規格表には，当時流行していたUL接続

ABl級PP動作の推奨回路（第13表参照）

が紹介されています．

基本的な構造はPhilips系の製品とほぼ

同じですが，外観的には都合2種類確認で

きました．まず50年代の製品は，プレー

ト仮睡闇諏こスリットが無く，ゲックーも旧

1〈第10表〉6DZ7GEオリジナル規略表および動
作例
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●左から，GenalexN709（オリジナルN709後輝凹，PhilipsEL84（オランダ製），MulaI・dEL3a TeIefunkenEL41（後販妙．Valvo
7320（EL84の高信頼5），PhilipsE84L（EL84のSQ管）

●左から・RCA7189，松下7189GE7189A．東芝7189A，RCA6DZ7（6BQ5の双輔／GE製OEME），GenalexN709（Type－2．
才リジナノk Gold－Lion球）

など，Mullard製に外観や構造が酷似しています．

他方，同様のルックスをしたMarconiブランドの

EL84／N709（第3図参照）をよく見ると，根元には

“rXI B91’’のコードが印刷されており，現品がMu1－

lardのBlackbum工場で1959年に製造されたこと

がわかります．

手持ちのGenalex－N709は，根元に貼られたデカ

ールに遮られてコードの有無が確認できないため，正

確なことはわかりませんが，ひょっとしたら，N709

JAN．2009

は当初はMullardからのOEM品で，後に同社から

の技術提携によって自社生産を始めたのか？あるいは

終始OEMであったのかも知れません．しかし，現時

点では博幸聞く足で，残念ながら詳細は不明です．

★次号予告

色々調べていく中でEL84は結構奥が深いことが

わかってきましな次回は手持ちのサンプルを中心に，

1970年代までほ製造された，いわゆるヴィンテージ球

の概要に触れてみたいと思います．
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