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中国･曙光電子創業50周年記志の新製品｢珍品｣シリーズ

Part‑4

300B ‑Z
懸

都来往人

鱒

います.

はじめに

米国のWestrex以外では,現産, 300 Bタイプの真
中国の曙光電子(Shu即ang)が倉蝶; 50周年を記念し

て発表した｢珍品｣シリーズ(=shu即a唯

空管は中国やロシア,チェコ,スロバキアで製造され

Tresure

ており,確認できただけでも都合10種類以上のモデ

Series)には, 6 CA 7‑Z, KT66‑Z, KT 88‑Z, 300 B

ルがありますが,このうち中国では,長沙匠所在する

‑Z, 2 A3‑2, CV 181‑Zの計6種類がラインナップさ

れています.

曙光電子集団公司(Shuguang)と天津に所在する仝眞
電子管技術部畏公司(Fullmusic)の2社で製造されて

そのうち,これまでに①6CA7rZ ②KT88‑ち

います.

③ KT 66‑Z,の煩で傍熱型多極出力管3種類をゴ紹介

中国ではこの他にも,かつては柳州(Liuzhou)や桂

してきましたが,今回は第四弾として,高熱三極管の

光(Guiguang)でも300 Bタイプの球を製造していま

300 B‑Zを2回にわたってご紹介しだいと思います.

したが,残念ながらいずれも今世紀初めまでに真空管

ところ‑乙
STG4300 4

オリジナルのWE‑300Bや英国版の
カナダ: NonhernEl∞tric製のNE

‑300Bの他,サンセイ･エンタープライズがSTCに

の製造を終結しています.
ところで, WEが1988年に真空管の製造をいった

ん終結した時点で他社が製造していた300 Bは米国

特注製造させたSTC‑4300 B, Cetronや岡谷電機等

のRichardsonElectronicsによるCetron‑300 B

で1970年代までに製造された300 Bはいずれも中身

が唯一の存在で, WE‑300 Bが品薄の時代は代替品と

がよく見えるクリア･タイプです.

して重宝されました.

また, 1980年代以降に中国やロシア,チェコ,スロ

なお,この時代に製造されたCetron‑300 Bは,

バキアで製造された現代版300 Bのいずれも中身が

Richardsonに買収される前の1970年代の製品とは

よく見えるクリア･タイプです.

構造が異なります.最大の特徴はフィラメントが

けれども,先ごろ珍品シリーズの一員として発表さ

STC‑4300 A/B同様の直夕蛙しだということで並列型

れた300 B‑Zだけは,同シリーズ球の特徴である真っ

フィラメントのオリジナルWE‑300Bとは厳密には

黒な高分子複合炭(HPCC)が管壁に塗布されているた

異なります.そのCetrom300Bも数年前にはごく限

め, 300B系では初の｢カーボン･スート型｣になりま

定的な製造になった模様です.

さて,現代管としての300 Bは中国の国営曙光電子

す.

中国製300 Bの誕生について
さて,本題に入るまでにまず,中国製300Bの誕生

から今日の発展に至る経緯について触れてみたいと思
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管厳で初めて誕生しました. 1958年に設立された同工
場は, 1980年代初頭より欧米をはじめとする各国に真

空管の輸出を開始し,日本向けには1988年頃から本

格的に輸出を開始したようです.
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(第1図〉 ̲臆防,ら見た横童の遠い(ロシア製5 U 4 G ,曜耀52 3 PAYS SG‑300 B)

300Bの開発にあたっては,オリジナル: WE300

いた直熱三極管は2A3と81lAや572B等の送信

Bを分解してコピーすることから始まったことがプレ

管で,いずれも300Bとは構造的に異なるため, 5Z3

ートの他, GF間に絶縁強イ朗]スリットの入った下部

PAの選択は適切であったと言えます.観察の結果,

マイカやそれを固定する√｢獣断面の金具に至る多

SG300Bの主マイカは5Z3PAの主マイカの穿孔

くの部材から見てとれますが上部マイカとフィラメ

パターンを変更することによって製作されたことがわ

ントの支持構造が異なるのは,オリジナルの再現(復

かりました(第1図参照).

刺)に困難を極めたからだと思われます.特に熟l聯す

他方, SG300 Bでは支柱の脇に針金を溶接して各

るフィラメントの懸架方式をどうするかは, 300B復

電極を固定していますがこれは2A3や81lA等,

刻における構造面での大きな課題であったと思われま

従来から製造している同工場製の直熱三極管と同様

す.

の,原始的ですが手馴れた手法でした.

4往復のフィラメントを持つ300Bでは,上部を4

さらに, SG300 Bは企画時から回転式UXソケッ

つのアンカーで懸架する必要がありますが,位置決め

トでの使用も検討されていたらしく, 2‑3番ピン間に

やテンション管理に高度なノウハウやスキルを必要と

バヨネット･ピンが設けられた黒いベースは送信管の

するオリジナルの方式を実践するのは困難を極めるた

ものを流用したようです.

め,規定の位置に開けた孔にコイル･スプリング状の

ところで, 81l AはST‑19型パルプですが,旧ソ連

アンカーを差し込んで吊るという,他品種で従来から

製r‑811 A (‑G‑811A)のコピー版である曙光製の

使い慣れている方式に落ち着いたようですが, ST19
型バルブのドーム内径がST‑16型パルプと同じこと

FU‑81lJは,写真でご覧のとおり,米国製品よりもド
ーム部分の径が一回り太くてフォルムも異なります.

もあって,同じ4往復のフィラメントをコイル･スプ

SG300 Bの設計時に既存の同工場製送信管用

リング状のアンカーで懸架する5Z 3 PAが手本に決

ST19型バルブを流用しなかったのはドーム部分の

まったようです.当時,国営曙光電子管厳で製造して

内径が太すぎるためです. SG300 BのST‑19型パル
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曙光電子製300 Bの変遷について(2003年
以降)
ナス型パルプの300BはMJ誌1999年5月号で

短冊状の金具が溶接されていました. ㌻Point Fila‑
ment Suspensionと呼ばれるこの新しい試みは,フィ

ラメントの折り返し部分を頂点とその手前にある両サ

イドを短絡するように溶接された金具によってトライ

紹介されて話題を集めた台湾: Allmusicブランドの

アングル状(‑3‑Poht)で麹寺することにより,力Ⅲ二時

製品が史上初めてになりますが',今世紀に入って天津

のストレスに起因する部分抵抗値の上昇や断線等を防

の全眞電子管技術有限公司(Fullmusic)でその改良型

ぐねらいと機関由強度を砲床すること等が目的だった

と思われるモデル(Fullmusic‑300 B)や同モデルをセ

ようですが,投網靭こ安定したためなのか,同様のフ

ミ･メッシュ状プレート化した300 B/nカ開発されて

ィラメント支持構造を採用したモデルの現行品では省

注目を集めました.

略されています.

ナス型管の300 Bは欧米でユニークな球として関

300 BSシリーズは,現在, 300 BS‑Bのみが製造さ

心を集めたため,曙光電子でもこれに対抗して複数の

れているようです.写真のサンプルは管壁に300 BS

ナス型管モデルが発表されました

と印字されていますが,添付された検査票には300

2003年の秋頃に発表された最初の製品は300 BS‑

BSBと記入されています.

B/nとよく似た構造のナス型パルプで,バヨネット･

300 BSシリーズの開発によって,釣竿型のアンカ
ーでフィラメントを高精度に吊る技術が確立されたた

ピンの無い金色に輝く真鎖のメタル･ベース(ピンは

め, WE‑300 Bを意識して1996年に開発されたオリ

金メッキ化)を履き,銀色に輝くニッケル(=Bright

ジナルと同じフィラメント支持構造の300BWは,

Nickel)製のセミ･メッシュ状プレートを採用してい

300BSAと同じフィラメント支持構造を採用した

て, 300 B/nほ酷似した片持ち支持された2ピース構

300 BAWにモデル･チェンジされたようです.

A(2004年2月号参照)です.同モデルはFullmusic‑300

造のカンチ･レバー状のフィラメント･アンカーを採
用しているのが特徴です.

300BAWは300B‑98の改造球で,フィラメント

支持方法をコイル･スプリング状のアンカーから300へ

ちなみに, 300B/nや300BS‑Aのフィラメント支

BSシリーズと同様の片持ち支持された2ピース構造

持構造はチェコ: KRAudio製のKR‑300 Bが手本

のカンテ･レバー状に変更しているのが特徴です.フ

になっています.また,上部マイカの支持方法が見直

ィラメント支持総迄の変更によって,上部マイカは活

された結果, 300 B/nよりも構造的に強化されていま

むすび型の3点支持構造からST管型各モデル共通

す.

の小判状に改められましたが,フィラメント開口部の

300 BSAは曙光電子では初のナス型管で,かつ

穿孔パターンは新型構造に通した｣直線状の細長いス

300 B系では史上初のメタル･ベースを履いているこ

リットに変更されました.フィラメントの位置決めは

とで大変エポック･メ‑キングな製品でした.

アンカーに共編めされた四角いゲージ･キィヵによっ

ほどなくして,炭イ竣工遥!渚のセミ･メッシュ状プレ
ートを採用した300 BS‑Bも発表されました.

て行っています.
2004年頃に発表された初期型(Type‑1)は,金メッ

300BSAや300BS‑Bは300 B‑98Bの改造球

キされたピンを植え込んだ金色に輝く真銀製のメタ

で, 300 B‑98シリーズの特徴である,ハトメによる各

ル･ベースを履いているのが特徴です(バヨネット･ピ

部材の固定やグリッド･ワイヤーの金メッキ化などの

ンは無し).メタル･ベースの採用は300B系のST管

基本的な仕様はそのまま受け継がれています.形式名

としては史̲助で強烈なインパクトがあって,かつ近

に含まれたSのコードはナス管と呼ばれるS型

代的な雰囲気を醸し出していますが,約2年後には白

(Straight‑Side)バルブを意味しています.

いセラミック製に変更されました(Type‑2).

両モデルとも初期型(Type‑1)は金色に輝く真鎗製

300 BA‑Wは, ̲E‑300 B同様に釣竿型のアンカ

のメタル･ベース(ピンは金メッキ化)を履いていまし

ーでフィラメントを吊っているという意味一箪型番ほ

たが,約2年後には白いセラミック製(ピンは金メッキ

はWのサフィックスが与えられていますが工作上

化)に変更されました(Type‑2).

の理由から上部マイカの形状やフィラメント支持構造

ところで; 300BSAの最初期型ではフィラメント

上部の折り返し部分の近く(上から約3mの位置)に
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が大幅に変更されたため, WE‑Typeと言うにはかな

りイメージが変わってしまいました.
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◆噴油電子300 BStAナス型管/ブライトニッケルプレート/メタルベース,暖地電子300 BS‑B (Ty町1)ナス型筈/セミメッシュ状黒プレート/メタ

)iペース,暖糀子300 BS‑B (Type2)現行品/ナス避雷/セミメッシュ状黒プレート/タイトベース,曙光電子300 BS.Cナス型管/チタン･メ
ッシュ,曙光篤子300 BA‑W (Ty剛rl)初欺型/メタルベース, Hime Tubes 300 B (Vcr. 3)プレート材を変更したOEM品

次号予告
さて,以上のように,曙光電子からは過去20年の間
に確認できただけでも都合30種類の300 Bが登場し
ました.
このうち, 1998年以降に誕生したモデルは皆,グリ

ッド･ワイヤーの金メッキ化など,次世代の標準型と
して開発された300 B‑98の仕様を受け継いでいま
す.

これらの集大成として誕生したのが曙光電子創業
50周年を記念して先頃発表された300 B‑Zです.吹

回はユニークな同モデルの概要をご紹介しだいと思い

∴∴ ∴ ‑∴ ∴ ∴ :∴ ∴∴ :∴

ます.

なお,現在,同工場で製造している300B系は, ①
300B‑98 (茶ペース:Type‑3)ど, @タイト･ベース版

の300 Em8(Type‑4), ③および同モデルのセミ･メッ

シュ状プレート版: 300Bj8B, ④WE‑Typeと呼

ばれるカンテ･レバー状のフィラメント支持構造を採
用した300 RAW(Type‑2), ⑤カーボン･プレートを
採用した300 B‑C 60(Type‑4), ⑥300 B98 Bをカン

チ･レバー状のフィラメント支持構造に変更してナス
型パルプに封入した300 BS一旦⑦次回ご紹介する
300 B‑Z

の計7種類です.

NOV. 2009

(以上)

◆珍品300 Bのクローズアップ
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