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MuSSard12AX7復刻版

e　　　　　都来往人　　　　　e

はじめに

ロシア製Mullardブランドのう

ち　今回は12AX7復刻版をご紹介

します．

高増幅率な電圧増幅用双三極管の

12AX7やECC83は　世界中のメ

ーカーで大量に製造された大変ポヒ

エラーな球ですが，中でもMullard

製品はヴィンテージ球の中で銘球的

な高い評価を受けており，その人気

ゆえに入手困難かつ大変高価です．

それに対してロシア製の復刻版

が　幻の球と化しつつあるオリジナ

ルMuLlard製品をどの程度復刻して

いるのか気になるところです．

ロシア製の12AX7系はSovtek－

12AX7WAから始まってこれまで

に10種類以上も発表されています

が　2007年頃に発表されたMu11－

ard－12AX7復刻版に関しては　国

内では取扱店が限られていて，情報

量も少ないのか現状です．写真を見

る限りでは12AX7－EHやSovtek－

12AX7LPSに良く似ていますが

アシグ）レやサイズと解像度が限定さ

れているため，違いがよくわかりま

せん．

そこで今回は．入手したサンプル
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をオリジナルと対比させた観察結果

をもとに，詳細に迫ってみたいと思

います．

12AX7について

プl）・アンプのフォノ・イコライ

ザー段からメイン・アンプの初段ま

で　様々なシーンで使われる12AX

7は最もよく知られた電圧増幅智で

はないでしょうか．

高利得で低雑音なことに加えて．

各社の真空管マニュアルでは「ヒ一

夕が共通である以外は各ユニットの

電極を別々に引き出してあるので

それぞれが独立して使用できる．非

常に多くの用途を持ち．H主Fi増幅

器やテープ・レコーダー，その他工

業用の低周波増幅器　位相反転　音

質補償回路，マルチ・バイプレータ，

あるいは高利得に設計した多種類の

工業用制御回路に応用される」と紹

介されています．

開発したのはRCAです．海外か

らの情報によると，Hallison工場で

1946年頃に開発が始まり，1947年

9月25日に発表されたようです．9

ピン型のMT管としてば前年に発

表された12AU7に次ぐ最古参の部

類に入ります．

高増幅率型の双三極管としてば

従来は6SL7GT（LL＝70）が「股的で

したがら　〟が3割もアップしたこと

に加えてバルブや電極が小型化され

た12AX7ば　マイクロフォニック

雑音が激減して微小信号増巾胡〕とし

ての適性が増し，民生用だけではな

く業務用でも広く使われることにな

りました

ところで　米国系メーカーの規格

表（第1表参照）を見ると「12AX7は

〟が100であることを除き　電気的

特性は6SL7GTに近似」と紹介さ

れていますが．素直に納得できない

点があります．確かに，ヒ一夕定格

（6．3V／0．3A）とEpmax（300V）や

プレート損失（lW）は同等です．け

れども．ヒーターカソード間耐圧は

6SL7GTの2倍にアップしていま

す（180V）．これは技術の進歩による

賜物で良しとしても，問題は特性で

す．Ep＝250V，Egニー2V時に，

G中ま同レベル（1・6m／V）ですが

〟が上昇した分だけ内部抵抗も42

％程高くなり．Ipは減っています．

そのため．増幅率以外の特陸が6SL

7GTと近似であるとは単純に言え

ないように思います．

そこで高増幅車型三極管の変遷を
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〈第1表〉12AX7の構成表（Tmg一気1）②

均で1．811Vに規定されていて，

7025と同様なため，7025の技術を

民生用に応用したのが12AX7Aで

はないかと思います．

12AX7A系は　欧米や我が国を

始め，世界中で長さにわたって製造

された結果，時代やメーカーの違い

によって様々なバリエーションが生

まれました　直系の12AX7や12

AX7Aだけでも，プレートの形状

や色などにより，海外では都合7種

類に分類されているようです．構造

は時代によって少しずつ変化してい

ますが特徴的なのはある時期を境

にプレートの寸法が変わったことで

す．初期はどこの製品もプレートが

JUN．2014

長めでしたが1950年代後半以降

は丈を12％程切り詰めたミディア

ム・サイズになり．スプリング・マ

イカも追加されました　これらの対

策はHi－Fi機器の普及に対応したマ

イクロフォニック雑音の低減が目的

のようです．

Muliard－12AX7／ECC83

について

米国で開発されたMT管は　9ピ

ン型を含めて欧州では1949年には

主要メーカーのほとんどが製造して

いたようです．

12AX7は欧州式のECC83の型

番が与えられ　各メーカーで製造さ

れました　海外からの複数の情報に

よると，ECC83として登録された

のは1954年とのことですが　RCA

から12AX7が発表された翌年

（1948年）にはPhilipsのオラ討ダ

Heerlen工場で製造が始まったとい

う情報もあります．

Philips製の最初期型（Type十）は，

プレートは灰色で丈が長く（17mm）

で，梯子状の補強リブは3段，溶接

のみで接合されています．ゲッタ一

台は櫛形（Dフレーム）で底面には数

字や記号を組み合わせたコードがマ

ーキングされています．やがてプレ

ートはカシメ併用接合となり，コー

ドは根本にエッチングで表示される

ようになりました（Type－2）．

続いて1959年には　丈が15mm

に短縮されたプレートを溶接とカシ

メの併用で接合し，ゲッタ一台が大

きなリング状に変わったType－3A

（ミディアム・プレート型）に切り替わり

ました．プレート丈の切り詰めはマ

イクロフォニッタ低減策の一環では

ないかと思われます．やがて1962

年になるとゲッタ一・リングが小型

化されたType－3Bが登場し，1969

年まで製造されましたType－3は

PhiHps製の代表的なモデルです．そ

して，1970年以降に製造された末

期型（T肺－4）は　円い台の上にペレ

ットを放射状に並べたディンプル・

ディスク・ゲックーを採用していた

ようです．

MullardではBlackburn工場に

おいて1954年頃から製造が始まっ

たようです．最初期型（Type－1）‾ば

プレートの丈が長くて（17mm），表

面には梯子状の補強リブが三段設け

られており，ゲッタ一台は櫛形で

Philips製のType－2によく似てい

ます．表示された型番はECC83／

12AX7です，

続いて1958年になると，大きな
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●写真左より：MuIlard7025．IEC－MuLlard12AX7－10M（箱）．IEC－Muuard12AX7－10M（内董），IEC－MulJard12AX7－10M日日
ソ連6N2P／Voskhod型，Sovtek12AX7WA（銀色プレート）

していました（詳細は先月号参照）．

12AX7－10MはIECが仕入れ

たMullard製ECC83／12AX7

を社内で検査し．2年間の製品保証

と名前の由来となった1万時間の動

作寿命保証を付けています．まだ

ユニット・バランス（いわゆる双極マッ

チ）がとられているのが特徴です．一

本ずつ緩衝剤のスポンジで丁寧にパ

ッケージされ，上蓋と中萱に2年間

の製品保証と1万時間の動作寿命保

証を記載した専用化粧箱に納められ

ています．

12AX7系では12AX7－10M，

12AX7A／ECC83－10M．7025－

10Mの3タイプが確認できました．

他の10Mシl）－ズMT管と同様に

大概はピンが後追いで金メッキ処理

されていますが12AX7A－10M

の中には金メッキ無しのものも見受

けられます．手持ちの中古の12AX

7A－10Mもノーマル・ピンで　中

身は1960年代後半のMullard製で

す．マーキングは“masterlOMse－

ries”のブランド名と12AX7A／

ECも83の型番や“GT．BRITAIN”

の原産国名で　これらは黄色のイン

クでプリントされています．

Master－10Mシリーズの12AX
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7系は現在では稀少球で　元箱入り

は入手はおろか中古品ですら見たこ

ともありません．私が偶然入手した

のは白箱入りの中古球だった1本だ

けです．そのため，概要を把握する

までには残念ながら至っていませ

ん．けれども製品の全てがMullard

純正品であることは確実です．

それにしても不思議なのは，Muu－

ardでは恐らくECC83／12AX7

しか作らなかった模様なのに．低雑

音仕様の12AX7Aや7025が存在

することです．これは推測になりま

すが10M球に仕立てるための検

査の過程で最高グレードの個体を

7025に，それに次いで優秀な個体

を12AX7Aに，残りを12AX7と

している可能性があります．しかし，

松竹梅で竹グレードにあたる12AX

7A－10Mにピンが金メッキされて

いない個体が存在する理由は不明で

す．

ロシア製12AX7系について

ロシア製の12AX7系には2つの

大きな系譜があります．一つ目は

Salatovに所在するRenector工場

製で二つ目はSt．Petersburgに

所在するSvetlana－JSC製ですが

Svetlana－JSC製のCロゴSV－12

AX7ば　数年前に傘下の担当工場

でMT管の製造が中止された影響に

より，入手が難しくなっています．

米国のNewSensor社が発売する

Renector工場製品には　現行の12

AX7系では最大の計13種類がライ

ンナップされています．

まず　ベーシックなSovtekブラ

ンドからは12AX7WA，12AX7

WB，12AX7WC．12AX7LP，

12AX7LPSの5種類がデビューし

ており，そのうち4種類が現存して

います．

続いて．高級志向なElectro－Har－

monixブランドからは12AX7－EH

とそのピンを金メッキ処理した12

AX7－EHGの2種類が　Sロゴ

Svetlanaブランドからは12AX7

－SVが，復刻版Tung－Solブランド

からは12AX7とそのピンを金メッ

キ処理したスペシャル管の12AX7

／ECC803Sの2種類が　復刻版

Genalex Gold－Lionブランドから

はB759／ECC83の金田坂とノー

マル・ピン版が　そして復刻版

Mullardブランドからは今回ご紹介

する12AX7が発表されています，

これらは最初から一同に揃っていた

ラ　ジオ技術



●写真左より：GenalexGold－LionB759復刻版．Electro－Hamonix12AX7－EH，SロゴSvetlana12AX7－SV，Tung－Sol12AX7

復刻版，Tung－SoL12AX7／ECC803S／金メッキ・ピン，Mullard12AX7復刻版

これがCロゴSvetlanaブランド誕

生の経緯ですが　Cロゴになると，

経営上の理由からラインナップの整

理統合が行われ　SV－811系やSV－

572系の販売が終了し，SV－300B

やMT管の製造が中止されました．

これに伴い，CロゴSV－12AX7も

数年前から入手困難になっています．

他方，SロゴSvetlanaブランド

の新たなオーナーになったNew

Sensor社は，傘下のロシア：Re－

nector工場で同ブランド球の設計・

開発に着手し，2003年からSロゴ

の付いた新製品の販売が始まりまし

た翌2004年頃には12AX7－SV（S

ロゴSvetlana）が発表されました

続いて，2005年2月頃には12

AX7－EHと同寸法・固形状の電極

を採用した復刻版Tung－So112

AX7（TS－12AX7　RI）が発表され

ほどなくしてピンを金メッキ処理し

たスペシャル管の12AX7／ECC

803Sも発表されました．両モデル

ともデビュー当初（Type－1）は主マイ

カが四角い座布団型でしたが　現行

品紅ype－2）は周囲に12本の爪を設

けた歯車状です．発売元によると

TS－12AX7　RIとTS－12AX7／

ECC803SはRenector工場製の12

62

AX7系中最高利得とのことです（詳

細は2005年6月号参照）．

以上13種類の特徴を簡単にまと

めるt．Renector工場製の12AX

7系は，プレート寸法の違いによっ

て，①ショート・プレート型（Dミ

ディアム・プレート型，（①ラージ・

プレート型の3系列に大別できます．

さらに，規格表からは，ショート・

プレート型の12AX7Wシリーズ

の元は1つで　製造工程の最後の検

査において，〟が低めな個体を12

AX7WAに．∴Hが高めな個体のう

ち　ユニット・バランスがとれた最

高グレード品を12AX7WCに．残

りを12AX7WBに仕立てているこ

とがわかりました

他方，ラージ・プレート型は　ヘ

アピン状のフォールデッド型ヒ一夕

を採用した普及モデルの12AX7LP

と，それをベースに，コイル状のス

パイラル・ヒ一夕を採用してマグネ

チック・ハム低減対策を施したグル

ープに分かれますが12AX7LP

は2011年頃に販売を終了していま

す．現行品は全てスパイラル・ヒ一

夕採用管で　基準モデルは12AX7

LPSです．復刻版Mullard－12AX7

（MU－12AX7RI）は基準管よりもLLが

9％以上商いという情報もあり，復

刻版Genalex－B759（B759－RI）は

検査の過程で抽出された特性が擾れ

た最高グレードの個体のピンを金メ

ッキ処理しているようです．

残るミディアム・プレート型は

主マイカの形状により，四角い座布

団型のグループと周囲に12本の爪

を設けた歯車状の復刻版Tung－Sol

シリーズに分類できます．

主マイカが座布団型のグループの

元は1つで検査の過程で〟が低い

ものを12AX7－SVに，ノミナル・

スペックに近いものを12AX7－EH

に，さらに特性が優れた最高グレー

ド品のピンを金メッキ処理して12

AX7－EHGに仕立てているようで

す．

復刻版Tung－Sol12AX7シリー

ズ（TS－12AX7RI，TS－12AX7／ECC

803S）は〟が高めに分布するように

コントロールされていて，かつ音質

的な特徴を持たせるために新設計の

歯車状マイカが採用されたようで

す．さらに，特性が擾れた個体のピ

ンを金メッキ処理して，最高グレー

ドという意味でECC803Sと命名し

ているようです．　（次号に続く）
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