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これは昭和11年(1936年)に大阪毎日
新聞の紙面に掲載された『ラヂオ受信

用 マツダ真空管』の広告です。サイズ

は、約12x15.5cmです。二カ所にある
『ラヂオ』という書き方が時代を象徴して

いるようです。なんと今から83年前の広

告で、真空管は85年前に出現 (2019年
現在) 。当時の日本の住宅事情や電力

供給環境を加味し、最初から省エネ型

の民生用ラジオの出力管として企画製
造されました。この広告の真空管の型

番は『UY-47B』と、はっきり読めます。

そこで次のページに、その真空管の実
物の写真を掲載しますが、珍品です。



マツダ真空管 UY-47B (電力増幅用 直熱型５極管 1934年に登場)

高さ： 10.5cm
最大幅： 3.6cm

『放』はNHK規格品
を示す



戦前のとても古い真空管ラジオ

➀ ② ➂ ④

使われている球

➀ UZ-58

➁ UZ-57

➂ UY-47B

④ KX-12F



これは昭和14年(1939年)のマツダ真空管の

広告で、今から80年も前(2019年現在)のもの

です。これのサイズは、約20x29.5cmです。

当時の真空管は、家庭用としては主にラジ

オの部品として使われていました。

この広告の中に書いてある『戦線』とは、『支

那事変』(昭和12年～昭和16年)のことです。こ

こに書いてある文句も、平和な現代とは違って、

とてもきな臭くて凄いですねー。

ここに描かれている真空管の型番は『UZ-58』

と原版では読めます。そこで次のページに、そ

の真空管の本物の写真を掲載します。

『赤誠』とは、広辞苑によれば、 『少しもいつ

わりのない心、まごころ、まこと』だそうです。



マツダ 真空管 UZ-58 (高周波増幅用 傍熱型５極管 1933年に登場)

最大幅：約3.7cm

高さ：約11.8cm



UZ-58の各部分のアップの写真 (この真空管は内部がよく見えない)



マツダ 真空管 UZ-57 （高周波増幅用傍熱型五極管）

同時代の真空管をさらに２本だけ以下に紹介します

高さ： 12cm
最大幅： 3.7cm



マツダ 真空管 KX-12F (半波整流用直熱二極管)

高さ： 11cm
最大幅： 3.7cm



UZ-58やUY-47Bを使ったラジオ受信機の回路図の一例は以下のようです



以上にほんのわずかの実例を示しましたが、当初における真空管の一般家庭
での使われ方はラジオ用でした。それで必死に支那事変の戦果を日本の家庭で
聞いていたなんて、現在ではとても想像できませんが。

現在は、何でも短小軽薄・省エネの時代となり、真空管は一般用としては完全
に姿を消してトランジスターやICの時代に変化し、真空管は特別のオーディオマ
ニアとエレキギターなどの電子楽器のアンプ用として細々と使われている程度に
なってしまいましたが、真空管の全盛期よりもはるかに高レベルの真空管も市販
されています。オーディオのような趣味・道楽の世界では、短小軽薄・省エネなん
て全く関係なく、たとえば真空管のパワーアンプの場合、電源トランスや出力トラ
ンスは大きくて重い方が音が良いとされており、マッキントッシュのパワーアンプ
MC275を例にとると、全体積の半分以上をトランスが占め、質量が30kgを超えて
おり、下手に持ち上げると『ぎっくり腰』になりそうです。しかしその姿を眺めると、
まるで昔の蒸気機関車のようで、いかにもパワフルな感じがしてマニアには実に
『たまらん』(球Run)のです。今後、一般的なことは、ますます『短小軽薄・省エネ』
の時代になっても、オーディオの世界では『長大重厚・エネ浪費』が続くでしょう。



McIntosh MC275 パワーアンプ

出力： min 75W/ch
サイズ： 40.6 x 19.0 x 30.5cm,  30.5kg

W        H          D

非常に重いので移動用の自作の台車に乗せた写真



Diode Incorporated社の3Wx2 Class D オーディオアンプIC PAM8403 THD0188Nで組まれた超小型アンプ
アンプ基板のサイズは、わずか 3x2cm (パワースイッチ兼ボリュウムの突起部分を除く)

左のアンプ基板が実際に使えるように、電源(単三電池3本)、RCA入力
端子、スピーカー出力端子を接続して板の上に固定し、実験用に使える
ようにしたもの。これにCDプレーヤーとスピーカーを接続すれば、普通の
音量で音楽が聴ける。これはまさに『短小軽薄・省エネ』の観点のみから
は最高のアンプ。これだけで出力が3Wくらいまでなら前ページのMC275
アンプと同じように音楽が聴ける。ただし音はカサカサした潤いのないも
のであり、脳波を測定すると、今まで測定した中で最悪の結果でした。
それに反して、Nutubeの音は、しっとりと潤いのある快適なものです。

入力
CDプレーヤーなどから

出力
スピーカーへ

電源は単三乾電池３本のみ

左の写真のアンプ基板 (3x2cm)

パワースイッチ
兼ボリュウム

超小型デジタルアンプ

R

L

R

L



私はスピーカーもフロア型の大型が好みで、大好きなパイプオルガンの重低音
が自然によく延びて鳴らないと嫌なのです。再生音楽は低音の再生能力が勝負
だと思っています。なので、小型のスピーカーもたくさんありますが、普段は全く使
いません。下に示すのは、三菱電機がダイヤトーンブランドで1960年に販売した
16センチフルレンジスピーカーユニットのP-610で、NHKが独自に定めたBTS規格
に合格し、当時とても人気のスピーカーでした。この写真は三菱電機からスピー
カーボックスとセットのキットで市販されたものを自分で組み立てたものです。箱は

高さ73cm、幅41cm、奥行き32cmで、結構大き
なものですが、なにしろスピーカーユニットが
小さいので、バスレフでもやはり出る音に迫力
がありません。16センチのフルレンジ１発でパ
イプオルガンの低音を生々しく再生しようとす
ること自体が無理なことです。ヴァイオリンや
女性ヴォーカルなら、これで我慢できるかも？

DIATONEのエンブレム付きのサランネットが付属



以下は

2016年9月に新登場した

型破りな形の未来型直熱双三極管

の紹介



これがそのKORG Nutube 6P1の実物
(サイズを知るための下の定規の1目盛は1mm)

ピンを除く厚みは約4mm

直熱双三極管の本体部分
と
て
も
真
空
管
と
は
思
え
な
い
形
体

内部の回路図
まさに直熱双三極管



パラメーター 最小 典型値 最大 単位

フィラメント電圧 0.6 0.7 0.8 V

フィラメント電流 16 17 20 mA

グリッド電圧 5 V

グリッド電流 6 μA

アノード電圧 5 80 V

アノード電流 32 μA

アノード電力消失 1.7 mW

バイアス電圧 1.5 2.5 3.5 V

増幅率 μ 14.5

Nutube 6P1 の規格
(KORG社のデータシートから要点のみ抜粋)



直熱双三極真空管のNutube 6P1は、蛍光表示管（ＶＦＤ）の技術の応用として

最近新たに生まれたものです。蛍光表示管は、ノリタケ伊勢電子（旧：伊勢電子
工業）が1966年に世界で初めて開発した日本生まれのユニークな表示素子です。
蛍光表示管は、電子の信号を人が見える光に変える働きをします。 コンピュータ
などから出る電子信号を人に伝えるため、電子の信号で蛍光体を光らせて可視
化し、各種文字や図形などを表示することができます。

その基本的な原理は、三極真空管で低速電子線により蛍光体を発光させるとい
うユニークなものです。 駆動電圧が低く、低消費電力で高輝度が得られ、明るく
て非常に美しく見やすいというすぐれた特長を持っています。

蛍光表示管は、カソード、グリッドおよびアノードを高真空の箱型のガラス容器
に封入したものです。 カソードは、タングステンの極細線にアルカリ土類金属の
酸化物を塗布した、 直熱型カソード（フィラメント）です。グリッドは薄い金属メッ
シュです。 アノードは導体電極で互いに絶縁を保ったセグメント、ドット、あるいは
記号で構成されています。 そのアノードの上に蛍光体が塗布されており、さまざ
まな形状にして発光させることができます。 これはまさに三極真空管なのです。



この技術から電子楽器などで有名なKORG社の要請・共同開発で数年前に完
成したのが、次世代真空管のNutube 6P1なのです。見た目は、まるでICのよう

です。三重県伊勢市の工場で作られている完全な日本製で、信頼性が高く安定
した性能が得られるとのこと。しかし、オーディオマニアと電子楽器奏者では、嗜
好が少し違うので、後者向きの製品かもわかりません。蛍光表示管は、以前に
は電卓などに広く使われていましたので、シニア層ではご存じの方も多いと思い
ます。その昔、私が大学院生の時に、データ処理のために買った蛍光表示管付
きの電卓を次に示します。しかし現在は省エネ指向で、蛍光表示管は液晶に代
わってきました。

蛍光表示管の実例
蛍光表示管を利用した電卓

1972年製 カシオ ミニまさにNutube 6P1の先祖型

ニ
キ
シ
ー
管



Nutube 6P1は、乾電池でもドライブが可能なので、ポータブル型のヘッドホン

アンプなども作れますが、音質や気分は別にして、乾電池の重量と持続時間が
問題で、ソリッドステートのポータブル型アンプやスマホには勝てません。そこま
でして、雑音だらけの街頭で、形式だけの真空管アンプを聴く必要はないと思い
ます。真の真空管アンプの音を聴いて楽しむのは、重さや電池切れの心配が全
くなくて音楽に没頭できる本格的な真空管アンプで自宅でやるべきでしょう。

なお、真空管の愛好家は、その姿と音質を好むのであって、決して小型・軽量、
省エネ、扱いやすさなどを望んでいませんので、 Nutube 6P1が出現しても、昔

からの従来型の真空管がすたれることはなく、本格的な真空管オーディオマニア
においては、あまり食指が動かない新型の真空管ではないかと思います。

余談ながら私はポータブルオーディオは全くやりません。イヤホンやヘッドホン
で音楽を聴くことを好みません。好まないどころか、自分の前で演奏しているよう
に聴こえるのではなくて、頭の真ん中で演奏しているような不自然さが、嫌いな
のです。さらにイヤホンで聴いていると難聴になります。ただし、稀にモニタ的に
聴くことがあり、高性能のイヤホンやヘッドホンは、一応用意してありますが。



すでに2016年5月11日に、この私のホームページの別項としてアップロードした
「若者よ、イヤホンで音楽を聞くのは止めよう!」というタイトルの原稿に詳しく書い
てありますが、大学生65人にイヤホンで今まで音楽を聴いてきた時間と可聴上限
周波数の関係を調査したところ、両者の間には見事に相関があり、イヤホンで音
楽を聴く時間が長いほど可聴上限周波数が低いことが判明しました。すなわち、
イヤホンで音楽を聴いた時間の最短はゼロで、最長は平均8.5hr/dayで5.5年間で
した。ゼロの学生の可聴上限周波数は2万Hzくらいであるのに対して、最長の学
生では1.4万Hzくらいでした。これは高音性難聴と言われているもので、聴くのを
止めても元に戻らない疾患であることを認識し、十分注意しないといけません。

2019年2月13日の夕刊などに報じられているように、その前日に世界保健機関
(WHO)からこれに関する警告が出されました。イヤホンで大きな音で聴くのみで
なく、ディスコなどで大音量にさらされている時も同様です。WHOによると、世界で
聴覚障害に苦しむ人は約4億6600万人で、うち3400万人が子供。2050年には9億
人に達すると試算されています。ポータブルオーディオは、難聴や交通事故など
の原因となるので、できれば止めるべきですが、若者の文化ですので困難かも。

http://www.hiroshi-t.com/_EARPHONE.pdf


Nutube 6P1と機能的にほぼ等価の真空管は

電圧増幅双三極傍熱管の12AX7 (ECC83)。こ

の写真は、その元祖である米国RCA社のもの。

オーディオ用アンプのプリ管として12AX7は最も

よく使われています。RCA社の12AX7Aのデー

タシートからの一部抜粋は下記のようです。

★フィラメント電圧： 5V

★フィラメント電流： 0.25A

★プレート電圧： 90V (max 135V)

★グリッド電圧： -4.5V (max -9V)

★プレート電流： 2.5mA (max 3mA)

★増幅率 μ： 100

高さ： 5.3cm
直径： 2cm



Nutube 6P1の評価ボード (プリアンプ)
(Nutubeはピンピッチ変換ソケットに自分で半田付けしてボードに挿入する)

入力
出力

DC12V 1A

Phones Out (ステレオ・ミニ・ジャック)
イヤホンで音楽を聴けるPhones Volume

外部電源 (DC 5V～30V)

電源はいずれか一方のみで

(パワーアンプへ)

(CDプレーヤーなどからの信号)

- +

電源を入れるとNutubeの２個の窓から
アノードが緑色に光るのが見える。

長時間使っていても全く熱くならない。

突起部を除くボードのみのサイズ： 13cm x 7.2cm 

とても真空管アンプとは思えないルックス



Nutube 6P1のディメンジョンや
各ピンのアサインメントの資料

(KORG社の添付資料より)



評価ボードの見取り図
(KORG社の添付資料より)



評価ボードの回路図
(KORG社の添付資料より)



今回のNutube 6P1の音質評価の方法の概略図

CDプレーヤー
(DENON DCD-αS1)

Nutubeのプリアンプ
(KORG評価ボード)

パワーアンプ
(McIntosh MC275)

スピーカー
(ALTEC 同軸
モニターSP)

音質評価
(自分の耳と脳波計で)

bypass

ソフトは、2018年12月8日に私のこのホームページにアップロードした
「真空管アンプ前段の12AX7 (ECC83) 29種類の音の比較」をした時
と全く同じ６種類。その他も基本的にほぼ同様に行った。



bypassとNutube 6P1プリアンプ経由の音の比較試聴について

★DENON DCD-αS1の出力電圧は 2.5V±0.3V 
★McIntosh MC275の入力電圧は Unbalancedで 1～30V、Balancedで 2V fixed
なので、CDを聴くにはプリアンプを経由せずに直接McIntosh MC275にCDプ
レーヤーからの出力信号を直接送り込むだけでも聴けます。しかもMcIntosh 

MC275には、入力電圧調節用のボリュウムも付いています(1～30V)。

しかし、フォノカートリッジだと出力電圧は MCで0.5mV程度、MMで5mV程度な
ので、 レコードを聴くにはMcIntosh MC275にフォノカートリッジからの出力を送

り込む前に、前段としてフォノイコライザーは勿論のこと、さらにプリアンプが必須
となります。

今回の試聴では、CDのみでレコードは音源にしていませんが、Nutube 6P1の
プリアンプをbypassした時としない時の音の比較をしていますが、スピーカーか
ら出る音量が両者で同じになるように Digital Sound Level Meter で計測してボ
リュウムで調節しています。さもないと音量の違いによる影響も出るので。試聴
方法の基本は、2018年12月8日にHPに公開した12AX7(ECC83)の時と同様です。



脳波のRD値の比較による試聴結果のまとめ

CD番号 試聴直前の平常時の値を引いたRD値
bypassした音 Nutube経由の音 Nutubeでの増加分

１ 0.36               0.71 0.35
２ 0.32               0.69                     0.37
３ -0.27               0.75                     1.02
４ 0.12               0.77                     0.65
５ -0.31               0.68                     0.99
６ -0.09               0.42                     0.51 

平均 0.02                0.67                    0.65   
RD = Relaxation Degree = α波/β波で、脳がリラックスしている度合、快適に感じている度
合で、耳で聴くだけの官能試験では、とても無理な超微細な差でも明確にわかる長所がある。
この表の数値は、音楽を聴く直前の普段の時のRD値を差し引いたもの。マイナスになっている
のは、その音楽を聴くことによって、聴く前よりも脳のリラックス度が低下したことになる。



前ページに掲載の試聴結果のまとめについての考察

言うまでもなく、この試聴結果は何ら手心を加えず、得られたありの
ままの生のデータをそのまま示したものですが、Nutubeのプリアンプ
の各種音楽全てに対する効果が、いずれも絶大なので非常に驚いて
います。今回も脳波によるRD(Relaxation Degree)値での判定であり、
自分の意思ではどうすることもできない客観的な結果が出ています。

この試聴をする前は、どうせ大したことはないだろう、いやむしろ値
が悪くなるのではないかと思っていましたが、全く逆の結果が得られ
たので、試聴実験後にはお蔵入りにする予定だったのに、今後は積
極的に使いたいと思っています。とにかくこのNutubeプリアンプを通す
ことによって色んな音楽が、脳にとってより心地よいものになるという
ことなので、実に素晴らしいことであり驚きです。とても興味深い結果
が得られ、トライしてみて良かった試聴実験でした。



今回の試聴で試聴直前の値を引いたRD値の上位のCD

順位 RD値* CDの内容
１ 0.77     Irina Mejouevaのピアノソロ
２ 0.75     Rico Yuzenのジャズヴォーカル
３ 0.71     Celine Dionのヴォーカル

Irina Mejouevaと贈呈した花束 Rico Yuzenに花束を贈呈しているところ
(Irinaは66枚！のCDアルバムがある)

*1～3位のRD値の差は僅少であり、有意差はない(同じ)と見なせる。



今回の試聴で算出されたRD値の増化分ΔRD値の上位のCD

順位 ΔRD値 CDの内容

１ 1.02     Rico Yuzenのジャズヴォーカル

２ 0.99      Michael Whiteのジャズクラリネット

３ 0.51      Chris Bottiのジャズトランペット

【注】今回の試聴に使用したCDは、2018年12月8日にアップロードした
「真空管アンプ前段の12AX7 (ECC83) 29種類の音の比較」の時と全く同じ
ですので、今回も試聴に使ったCDの詳細についてはその原稿を参照してください。

http://www.hiroshi-t.com/CDTUBE6.pdf


今回も試聴に使ったニューヨーク在住の
ジャズ・ヴォーカリスト Rico YuzenのCD

彼女とは親しくて、毎年会っています。今年
(2019) は、まずは2月25日・月曜日に京都・祇
園のジャズライブハウスCandyでのコンサート
で会いました。その様子を次ページ以降に示し
ます。“I Wish You Love” などを聴きました。

以前にサインをしてもらいました

上記の試聴では、このCDの4曲目の
“I Wish You Love” を聴きました。



ニューヨークから来日

して、2019年2月25日に

京都・祇園にあるジャズ

ライブハウスのCandyで

“I Wish You Love” を

熱唱中のRico Yuzen。

今までに何回この曲を

生で聴いたことでしょう。

この曲をCDで聴いて

上記の試聴をした結果

最高に良い値となりまし

た。

音楽は生が一番！



“I Wish You Love”

を熱唱中のRico



花籠を贈呈



Nutube 6P1を６個使って、連続可変カーブ型フォノイコライザーアンプを製作し

た記事が、ステレオサウンド社発行の『管球王国』Vol.82, 2016年 AUTUMN号の
8～9ページと121～126ページに掲載されており、Nutubeについては非常に参考
になるので、興味ある方はぜひ参照してください。なお、この季刊誌は、真空管
アンプなどに関してはベストなものと思われ、私は1995年08月31日発売の創刊
号から現在(2019年2月)までの全巻91冊を購入して所蔵しており、頻繁に参考に
しています。

『管球王国』Vol.82, 
2016年 AUTUMN号

左の本の121～122ページ



今までオーディオに関して色々な実験・実測を自分自身でやってきて
得られた結果の中で特に重要と思うものは下記のようです

★イヤホンで音楽を長期間聴き続けていると、その総時間に応じて可聴周波数
の上限が低下するので要注意！大学生の低学年でも最長の人は、すでに1.6万

ヘルツくらいまでしか聞こえない！この人は1日約8.5時間をすでに5.5年間継続。

★脳波計で判定すると、一般にデジタル音楽はアナログ音楽に比べて快適度が
かなり低い。熱心なオーディオファンが、レコードや真空管を好む大きな理由の

一つがこれであろうと思われる。つまり自分では特に意識してなくても、脳が自

然とアナログを快適に感じているのです。今までにこのような脳波による比較実

験を誰かがした例を知りませんが、これは重要なデータであると自負しています。

今後もさらに色々なオーディオの実験をやり続け、結果を報告します。



予定外ですがNutubeの結果が良かったので、

下記の駄目押し試聴実験を追加しました。

すなわち

や が

ことを再確認する実験



トランジスタやICを一切使わずに録音からレコード制作までの全ての段階において真空管の
みを使ったドイツの高性能レコード。ヴァイオリンとピアノの曲が入っているこの完全アナログレ
コードを音源とし、それ以降スピーカーまでの全ステップを真空管で再生して脳波を測定した。

今
回
の
音
源
は
こ
の
全
段
階
を
真
空
管
で
製
造
し
た
特
別
レ
コ
ー
ド



その高性能レコードの英語とドイツ語の解説文： マイクは1949年製のノイマンのM49とU47など
と書いてある。Sound Mixer, Tape Recorder, Editing, Manufacture, Reproductionなどの解説。



X 2

【番外】 今回の予定外追加試聴のオール真空管システム

前ページで解説した真空管レコード入出力はパラレル接続



前ページの試聴システムの各装置の概要

★カートリッジ： ortofon MC30

★トーンアーム： SME 3009 S2 improved

★レコードプレーヤー： LUXMAN PD-171A

★昇圧トランス： ortofon ST-90

★フォノイコライザーアンプ： TRIODE TRV-EQ3SE

これのMM入力端子に昇圧トランスからの出力を入力した

★パワーアンプ： 特製WE300Bシングル

★スピーカー： TANNOY GRF Memory



上記のような録音・レコード制作からフォノイコライザーアンプやパワーアンプな

どの全工程に真空管を使用し、トランジスタやICを完全に排除したシステムで試

聴したところ、私が今まで得たデータから予想できるように脳波は非常に良くなり、

レコードや真空管がマニアにもてはやされている理由が科学的に証明できてきた

気がします。今後さらなる実験を続け、それをより確実なものにしていきます。

今回の特別追加実験で得られた結果は： 試聴直前のRD(α波/β波)と音楽を

聴いている時のその値との差ΔRD(デルタRD)は+0.5程度と非常に高い値が得ら

れました。ちなみに上記のデジタルアンプボードやハイレゾデジタルアンプでは、

この値がマイナスとなり、それで音楽を聴くと脳が不快になるデータをすでに得て

おり、α波が減少しβ波が増加してストレス度が増して万病の元になる心配があ

ります。ストレスは万病の元であると、ずっと以前から言われていますし、デジタ

ルの世界に没頭するのは要注意です。アナログの世界で生活しましょう。



♦ ♦ ♦ 特に若者は下記に要注意 ♦ ♦ ♦

★イヤホンで大きな音で音楽を聴きまくっていると難聴になり、一旦なった難聴
は、聴くのを止めても、もはや元に戻らない！ WHOもこの警告を発している。

【対策】イヤホンで音楽を聴かない。スピーカーでも特に大きな音で聴かない。

もっとも後者は、普通の日本の家では大音量は無理なので心配いらないかも。

★デジタル音楽を聴きまくっていると脳波的に悪いので(α波/β波の比率の低

下) 、脳に異常が起こったり、ストレスの増大で万病の元になる可能性がある

のでは！ 今後これは上記の難聴に続いて大きな問題になることでしょう。

【対策】デジタル音楽は聞かずにアナログ音楽を聴く。

★最悪は、イヤホンで大きな音でデジタル音楽を長期間聴きまくること。しかし

これは現代の若者のファッション・習慣なので、中止するのは非常に困難！



重 要 結 論
レコードや真空管アンプがマニアに好まれる理由を、科学的

に解明してみると脳波が良くなることであった。さらに、それら
のルックスなどもプラスに作用しているであろう。

要するに、レコードや真空管の音は、人間の耳や脳に優しく、
とても快適でリラックスするものである。それに反してデジタル
アンプの音を聴くと脳波が悪くなる。

テレフンケンECC83 ♢マーク付きは、特別良い音がするとの
噂が広く流布していますが、現時点までに30種類で色々と試
聴・実験をした結果、決してそんなことはありませんでした。こ

れに反論のある人は、私のブラインドテストを受けてください。



終り
Analog is the Best for Brain


