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はじめに

先月号では,ロシア生まれのTung-Sol 6550復刻

版をご紹介しましたが,この球は,米国のNewSen-

sor社(Sovtek球やElectro-HamonlX球のサプライヤー

として有名)によるオリジナルブランド復刻計画の第一

弾として, 2004年の9月に発表された球です.

New Sensor社は, Tung-Solブランドの他にも

MullardやGenalexブランドの商標権を所有してお

り, 6550復刻版とほぼ同時期にMullard-EL 34の復

刻版が発表されました.

実はこの球もTung-So16550復刻版同様に,

SovtekやElectro-Harmonixブランド球の製造元

であるロシアのRenector社の製品です.

今回はサンプルを2本入手することができましたの

で　きっそくご紹介したいと思います.

ところで.ロシアのReHector社製のEL34として

は, Sovtek-EL34WXTと,その改良型である

Electro-Harmonix : EL 34-EHなどが発表されて

います.

今回発表されたロシア生まれのMullardEL 34復

刻版は, EL 34-EHをベースに,オリジナル: Mullar･

d-EL 34の再現を強く意識して,新たな工夫を盛り込

んだユニークな製品です.

EL 34について

1953年頃にオランダのPhilipsから発表された

EL34は,基本設計が優秀だったためか,オーディオ

用や電子楽器用をはじめ,工業用等,幅広い用途で梗
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用され, 5極出力管の代表選手的な地位を築いていま

す,現在でもEL 34はギターアンプ等の電子楽器用途

を中心に大量に使用されています.

Philipsは, EL34をオランダに所在する自社の

Eindhoven (アイントポーへン)工場をはじめ,英国

Mullard(1927年にPhillpSの傘下に入る)の主力工場:

Blackburn (ブラックバーン)や各地のグループ関連工

場で製造していたようです.

中でもMullard-EL 34は,世界中で評価が高く,

WE-300 BやMて)Valve (GEC)のKT 8a Tung-

Solの6550のような銘球的存在でしかも稀少化して

います.

1953年頃に生まれたEL 34は, Philipsでは1980

年代まで製造されたようですが, Vacuum TubeVa1-

1ey誌によると,米国の研究家の間では,次のような都

合3タイプに分類されています.

(1) Typel

発表当時の最初期型で,いわゆる｢メタルベースの

EL34｣として有名なタイプです.

管頂部がフラットですらりとした長身の中大バルブ

ど,ニッケルメッキ鉄板製の金属リングを組み合わせ

たオクタルベースが印象的なこの球は,オランダの

Eindhoven (アイントポーへン)工場製です.日本では

Philipsと技術提携していた松下から同型製品が発売

されました.

(2) Type2

メタルベースの初期型に続いて1957-58年頃に登
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場した製品です.

電極の仕様やバルブの寸法はType lと同じです

が,ベースがバルブよりも直径の大きな茶色のベーク

ライト製に変更されました.

また,この頃の製品からPhilips独特の管理コード

(EL34では主として"Xf"Co°ing)力淀…示されるように

なりました.米国の研究家の問では,さらに製醐

により,Xfl～Xf2の2タイプに分類されています.

写真1のサンプルはMullardのBlackbm工場

の製品です.
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(3) Types

Type 2に引き続き, 1960年代に登場した製品で

その後1980年代まで製造されたオリジナルPhilips

製の最終形態です.

基本設計は変わりませんが,ベースがバルブの太さ

と同じ標準サイズに変更されました.

｢般的にPhilipsやMullard製のEL 34としてお

馴染みなのは,このType3です.

PhilipsやMullardといったオリジナルブランド
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ナルMullard-EL 34 (Xf4)の再現

を目標に,細管タイプのEL 34-EH

にさらに改良を加えたモデルのよう

です.

Muiia抽-EL34復刻版の構

造的特徴

まず専用の化粧箱から見てみる

ど, MullardEL 34復刻版(Mullard

~EL34　里eissue:以下EL34-RIと略

す)の元結は,先月号でご紹介した

Tung-Sol 6550復刻版同様に,往年

のオリジナルの元箱をよく再現して

いますが,詳細に観察するとデザイ

ンが異なります.

青地に赤と白や黒でMullardの

ロゴとTHE MASTER VALVE

のフレーズが印刷された箱は,寸法

的にはオリジナルとほぼ同じです

那,トップにはMullard独特の七

角形のブランドのロゴマークが-,底

部にはEL34の型番が大きく表示

され,新旧取り混ぜたようなデザイ

ンになっている点が異なります.

続いて,化粧箱から取り出した球

を見てみると, EL 34-RIば,意外な

ほどにスリムなパルプであることに

気付きます.

通常, Mullard-EL 34と言うと,

バルブの直径がベースと同じ中大型

のバルブになりますが,今回発表さ

れたEL 34-RIば, Telefunkenや

Siemens後期のEL34 (東欧製

OEM)と同じような細管タイプで

す.管頂部には浅い窪みがあり,寸

法･形状ともに既存モデルのEL 34
-EH (1999年発表)と同じです.

また,ベースはEL34-EHとは異

なる明るい茶色のベークライト製で

す.なお,今回,日本に入荷したの

は茶ベース管ですが,米国からの情

報によると,黒ベース管も存在し,

Web上でその画像が確認できまし

た.
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ip 70mA 末S"���蔕ﾔ��

サンプルl 都fﾔ��10.7mA 

サンプル2 塔�ﾔ��1㌦7mA 

サンプル3 都網��ll.3mA 

サンプル4 塔&ﾔ��10.8mA 

サンプル5 田���9.6mA 

サンプル6 都Vﾔ��10.5mA 

サンプル7 塔�ﾔ��1-.2mA 

サンプル8 都fﾔ��ー0.3mA 

サンプル9 都6ﾔ��10.3mA 

サンブルー0 サンプル平場 都Vﾔ��sb紮ﾔ��10.6mA 10.7mA 

ペンション効果をさ

らに高める工夫がと

られていることで

す.

今回発表された

Mullard-EL 34復

刻版(ELSA-RI)は,

(第5表) Mullard-EL34復亥暇の測定　このSロゴ-EL 34

にさらにG3支柱

上端のグリッド･ワイヤーの巻き方の変更や,パルプ

をEL34-EHと同じ細管タイプに変更といったアレ

ンジを加えています.

EL34-RIば,他のロシア製EL34とは異なり, G3

支柱の上端(カソード･スリープの酸化皮膜がコーティン

グされていない部分にあたるところ)にはグリッド･ワイ

ヤーが巻かれておらず,カソード･コーティングの上

端から数ターンカ淘自営に細かいピッチでワイヤーが密

に巻かれているといったユニークな特徴があります.

このEL 34-RIの特徴的なG 3の巻き方は,特性に

どのような影響を及ぼしているのかは現時点ではよく

わかりませんが,これも音質的なキャラクターをオリ

ジナルに近づけるための工夫なのかもしれません.

Mullardブランドのオーナーである米国New

Sensor社からは,すでに中大バルブ型のSロゴの

SvetlanaEL 34が発表されているため,素人目には,

紙型バルブに変えをくても内部構造にだけ手を加えれ

i汁分ではないかとも思いますが,あえて外観をオリ

ジナルと異なったタイプに変更するのには,何か訳が

あるのかもしれません.今後,新たな情報が確認でき

たらご報告したいと思います.

また, MullardEL 34復刻版(ELSA-RI)は, 10本

のサンプルを測定した結果では,電気的にはPhilips

オリジナルよりもプレート電流(Ip)が平均して約1割

ほど多めですが,スクリーン･グリッド電流(Ig2)は

ほぼ同じです.

Ig2のばらつきが少なくてオリジナル規格に近い

のはなかなか優秀だと思います. Ipがオリジナルより

も平均して約1割ほど多めなのは,音質的なキャラク

ターをMullardオリジナルに近づけるために, Gm

を若干上昇させるなどの常陸的に若干のアレンジが加

えられている可能性があります.

肝心の音質については,現在,我が家では確認でき

るアンプがないため,残念ながらお伝えすることがで

きませんが,米国のWeb上での真空管愛好家の情報
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交換の様子を見

てみると,好評の

ようです.

現径, Mullard

-EL34復刻版

(EL34-RI)は,秩

葉原の一部のシ

ョップにしか入

荷していません

那,今後はさらに

容易に入手でき

るようになるの

ではないかと思

います.

現行のEL34

にはMullardオ

リ　ジ　ナ　ル　の

EL34を意識し

た様々なタイプ　　●ムラードEL34復刻版の外観

がありますが,新たにまたひとつMullardオリジナ

ルを非常に強く意識したユニークな製品が登場したと

思います.

さて,今回のMullard-EL 34復刻版の発表?,

New Sensor社が所有するブランドでまだ使われて

いないのは英国M-0 Valve (GEC)の輸出向けブラン

ドであったGenalexだけになりました.

次はどんなオリジナル球の復刻版が発表されるの

か,とても楽しみです.
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● ELSA-EHのカットモデル
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