
連載：現代管情報シリーズ

MuSlard12AX7復刻版
（後編）

e　　　　　都来往人　　　　　e

ロシア製12AX7系について

（続き）

先月号ではロシア：Reflector工

場製12AX7系の各モデルをご紹介

しましたが　プレートの寸法や構造

の違いに着目し，それらを分類・整

理したのが第1図です．イラストは，

原型を含めてプレートの寸法をほぼ

同比率にしています．ショート・プ

レート型は旧ソ連時代に設計された

軍用の高耐震構造管を原型にして独

自の発展を遂げてきましたが1990

年代末以降に新たに設計されたラー

ジ・プレート型とミディアム・プレ

ート型は　欧米のヴィンテージ管を

手本にしつつも大胆なアレンジが加

えられていることや，細部の仕様を

変えることによって様々なバリエー

ションを作り出していることがわか

ります．

ところで　先月号では，2012年

頃にGenalexGold－Lionブランドか

ら登場したB759復刻版のスタンダ

ード・バージョンは　エコノミーな

廉価版とするために，既存のB759

復刻版（B759－同のピンの金メッキ

化を取り止めたタイプであると述べ

ましたが　今月号の執筆にあたって
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改めて調べ直したところ，そうでは

ないことがわかりましたので訂正さ

せていただきます．まだ2011年5

月号でご紹介したB759復刻版（B

759－別口hIdJms：金脚）の仕様の詳細

がわかりましたので併せてお伝え

します．

まず　B759－RIGold－Pinsは

2011年5月号でご紹介した当時は

ラージ・プレート型でピンが金メッ

キ処理されていること以外．これと

いった情報が得られなかったため，

特徴がよくわかりませんでした　け

れども，現在，発売元（NewSensor杜）

ゐホームページに掲載された製品紹

介文にはユニット・バランスがとら

れていることが述べられています．

これは当該号の執筆当時は確認でき

なかったことです．近頃になってホ

ームページが加筆・更新された模様

です．

それに対して，価格がB759－RI

Gold－Pinsの約半額に設定されたB

759－RIStandard－Pinsは，ピンは

ノーマル・メッキで　プレートはミ

ディアム・サイズのため，全くの別

物です．特性的には低雑音かつユニ

ット・バランスがとられているとの

ことです．発売元のホームページの

GenalexGold－Lionブランド球の一

覧ではそのことについて何も触れて

おらず　個々の製品名をクリックし

て展開される画面が最近になって更

新されたことにより明らかになった

ため，完全に盲点でした．

「同じB759復刻版を名乗ってい

ながらプレートのサイズが違うなん

てことがあり得るのか？」と不審に

思いましたが　発売元のホームペー

ジに掲載された写真をほぼ同比率に

して横に並べてみたところ．確かに

丈の長さが違うことが確認できまし

だ　けれども，電極の形状や内部構

造は　ロシア製のミディアム・プレ

ート型とは微妙に遭います．そして

驚くことに，管壁には“MADEIN

CHINA”と表示されているではあり

ませんか．これは一体どういうこと

なのか，最初は困惑しましたが

Web上で入手した別な写真を見て

理蹄できましだ　平型のプレートに

設けられた補強リブは梯子状の2段

で　側面部の真ん中には角孔が設け

られており，かつ上下の端が四角く

切り欠かれています．まね　接合部

は溶接型ですが幅広で　上下に部材

接続用の騨溝がプレスされており，

2枚のプレート材の間に支柱は挟ま
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●写真左より：GenalexGold－LionB759復刻版（Goldmns）ラージ・プレート／金脚／ロシア製・GenalexGold－LionB759復刻版

（Standa，d－Pins）ミディアム・プレート／廉価版／中国製．MullardECC83／12AX7（Type－2）ラージ・プレート／1958年製，
MullardECC83／12AX7（Type－3）ミディアム・プレート／シールド・ロゴ

ー下村を製造する際の焼き時間の差

によるものかと思われます．

たったこれだけの違いだと，MU－

12AX7RIはSovtek－12AX7LPS

と実質的に変わらないように見えま

すが　目に見えない独自の工夫が施

されている可能性も捨てきれないた

め，単なる改名版か否かば電気的

特性や音質を確認した上で判断した

いと思います

Muliard－12AX7復刻版の

電気的特徴

まずMullard製ECC83／12

AX7の規格表は第1表のとおりで

す．けれどもこれは同社オl）ジナル

ではなく．Mullardの米国における

総代理店的な役割を果たしていた

IECが1960年代に制作したもので

す（※ECについては先月号参照）．ちな

みに，第1表に記載された各種デー

タは　Mullardのメンテナンス・マ
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ニエアルに掲載されたオl）ジナル規

格表と同一です．

これを見ると，ダ）ッド回路抵抗

の最大値を10％多く許容している

ことを除いて，最大定格はPhilips－

ECC83の規格表とスペックは同じ

です（Epmax＝300V（カット・オフ時は

最大550V），Ipmax＝8mA．プレート損

失IW．Egmax＝－50V，自己バイアス

時のダ）ッド回路抵抗は最大2．2MQ．ヒ

ーターカソード間耐圧は180V）．まだ

抵抗結合増幅時の特性は総歪率を含

めて同スペックです．

そのため，Muuard製品はPhiHps

製に比べてダ）ツド電流が流れにく

くなっていること以外，これといっ

た特徴的なことは読み取れませんで

した

ちなみに，ハムとマイクロフォニ

ッタ雑音をダ）ッド入力電圧換算で

平均1．8〟Vの低レベルに抑えた12

AX7Aは，12AX7よりも最大走

格が少し引き上げられています．

Epmaxは300Vから330Vに，プ

レート損失はIWから1．2Wに，

ヒーターカソード間耐圧（Eh－k）は

180Vから200Vにアップしていま

す．これらはハムとマイクロフォニ

ック雑音の平均値を含めて7025と

同スペックです．そのため．12AX

7Aは7025の民生版と見なすこと

ができるかと思います．

他方，MU－12AX7RIの規格表

は残念ながら公表されていません．

これは同モデルに限ったことではな

く．ロシア製復刻版Muard球全般

に言えることです．

それでも幸いにして，MU－12AX

7RIと同構造のロング“プレート型

は　Sovtek－12AX7LP，Sovtek－

12AX7LPS．GenalexGold－Lion

ブランドのB759／ECC83復刻版

（Gold－Pins）の計3種類の規格表が公

開されています．
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おり，芯は中城にあって．バランス

は良好．響きや余韻は中庸です，エ

ージング不足による硬さはあります

が　表現力は高く．朗々としていま

す．コスト・パフォーマンスは高く，

サウンドにはヴィンテージ球に近い

好ましさが感じられました

ロング・プレート型のSovtek－12

AX7LPSH．明るくてワイド・レ

ンジかつダイナミックです．12AX

7－EHに近い印象ですが，Sovtek－

12AX7WCよりも中域にエネルギ

ーが集中しています．まね響きが

良くて．透明感が際立ち．からっと

しています．エージングが足りない

ためか，ゴ）ッとマスで押し出すよ

うなところがあり，冴えわたった高

域には若干のピークが感じられまし

た　やや硬質気味で　CDのように

くっきりと描き出す生真面目な性格

ですが　表現力が高くて朗々として

います．サウンドにはヴィンテージ

の欧米製に共通するものが感じられ

るため，素性は悪くありません．

肝心のMU－12AX7RIは基本

的な音の傾向は12AX7LPSと同様

ですが　さらに伸びやかで　なめら

かさがぐっと増しています．中低域

が充実していて．高域もよく伸びて

おり，バランスはとても良好．12

AX7LPSよりもブリリアントなサ

ウンドで　厚みがあります．余韻は

中庸ですが響きが良く，ハーモニッ

クは綺麗に聴こえます．硬さや刺激

はほとんど感じられず　よくこなれ

ていて，艶やかな色気とグ）－ミイ

さやコクがあります．表現力はかな

り高いと思います．どちらかと言う

と少し現代的ですが　オリジナル

Mullard製のトーン・キャラクター

に近いものも感じられるため．エー

ジングが進むとどのような表情を見

せてくれるのかが楽しみです．12

AX7－EHとは違ったなかなか魅力
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的なサウンドが楽しめました

ロシア製Muliard－12AX7復

刻版の開発の意図は何か？

12AX7／ECC83は　オーディ

オの世界では大概のプリ・アンプの

フォノ・イコライザー段やトーン・

コントロール回路に組み込まれてい

る他パワー・アンプの初段や位相

反転段などの幅広いシーンで使われ

ているお馴染みの品種ですが　電子

楽器分野でも多用されています．

ギター・アンプやエフェクターな

ど　大概の真空管式機器には「プリ

管」として標準装備されており，12

AX7を知らないエレキ・ギタリス

トは恐らく存在しないであろうと思

われるくらい，彼らにとって身近な

存在の電圧増幅田真空管です．

そして，ピック・アップからの微

小信号を増幅するプリ管は音質に大

きな影響を与えるため，サウンドを

コントロールするための重要なキ

ー・コンボーネンツになっています．

それ故，理想のサウンドを手に入れ

るために，ミュージシャンはプリ管

の吟味に余念がありません．

エレキ・ギターの専門誌やギタリ

ストが開設したブログには　ブラン

ドやメーカー，製造時期や材質．内

部構造等の違いによる12AX7系の

テスト・レポートが幾つも掲載され

ています．それらを閲覧すると，ヴ

ィンテージ球に対して絶大な信頼が

寄せられていることや，中でも

Mullard製品はその音質的な魅力か

らとても高い評価を受けていること

がわかります．

幅広い用途で使われる12AX7系

は高増幅車型双三極管の大ヒット作

ですが　それは即ち大勢のユーザー

がいるということの表れでもありま

す．12AX7系は世界中で大量に製

造されましたが1980年代中に欧

米のメーカーが真空管の製造を終結

した以降も需要は依然として旺盛だ

ったため，1990年代中頃には枯渇

化の兆しが見え始めていました　そ

して，ここ約15年の間に状況はさ

らに悪化しています．著名ブランド

が付いた欧米製のNOS品には1本

1万円以上の高値が付き　店頭から

姿を消しつつあります．中古球です

ら7，000円以上することもざらで

す．◇マーク付きのTelefunken製

やMullard製に至っては12AX7

系におけるWE球並みの稀少価値が

付いています．これではいくら音が

良いからと言っても．オリジナル球

を入手するには相当な元手と男気が

要ります．

他方，数が豊富で安価なことが取

り柄の現代管では　ユーゴ：Ei－RC

の製品はPhilips製に非常に近い特

徴を持っていて音質的にも良好とい

うことで　代替品として重宝されて

いましたが「Ei－RCは2006年に操

業を停止した」というニュースが世

界中に伝わると，あっという間に在

庫の争奪戦が始まり．めっきりと姿

を見かけなくなりました　ヴィンテ

ージ球に対する需要がいかに根強い

かがよくわかります．

入手困難になる程に高評価は伝説

と化してオリジナルの価値は相対的

に上昇し．それに呼応して価格の高

騰と入手の難しさに拍車がかかりま

す．まさに負のスパイラルです．も

はや手頃な価格で調達できる域を超

えたオリジナルMullard製12AX7

／ECC83に代わるものとしてMU－

12AX7RIが企画されたことは確実

です．

けれども．外観や構造がオリジナ

ルとは相当異なるため，復刻版と言

うにはあまりにも手抜きだと言う声

があるかもしれません．姿かたちを

忠実に復刻するよりも，市場で定評
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のある自社設計品をペースに，音質

面で磨きをかけることによってオリ

ジナルのサウンドの復刻を狙おうと

したのはある種現実的な手法だと思

いますが　素体にラージ・プレート

型を選んだ理由が気になります．

MU－12AX7RIが発表されたの

は2007年で　当時，MuIlard製12

AX7／ECC83と同様に，平型の

電極とスパイラル・ヒ一夕を採用し

たモテリレはラージ・プレート型の

Sovtek－12AX7LPS（1999年発表）と

ミディアム・プレート型の12AX7

－EH（2000年末発表）の2種類があり

ました

前述のように，Munard製12AX

7／ECC83で一般的によく知られ

ているのは1950年代末以降に製造

されたミディアム・プレート型なの

で　普通に考えれば12AX7－EHを

ベースにするのが自然な流れかと思

いますが　現存数が少なくてユーザ

ーが音質を確認することが困難な初

期のラージ・プレート型を手本にす

る積極的な理由が見当たりません．

ロシア製の復刻版（MU－12AX7ゆ

が素体に敢えてラージ・プレ二ト型

のSovtek－12AX7LPSを選んだ理

由については．時系列的に見て，次

のように推測しています．

オーディオ志向を強く意識して新

たに立ち上げられたElectro－Har・

monixブランドの第一弾として

2000年末に発表されたミディアム・

プレート型の12AX7－EHは　市場

から高評価を得て定番商品となりま

した．これにより自信を深めた

NewSensor社と傘下のRenector

工場は，12AX7－EHをベースに様々

な個性を持たせたバリエーションの

開発を進めることになります．

まず　2003年にはピンを金メッ

キ処理したスペシャル管の12AX7

－EHGが発表され　2004年頃には

JUL　2014

12AX7EHと同構造で12AX7

WAとの中間的な特性を持つ12AX

7－SVがSロゴSvetlanaブランド

から発表され2005年にはTung－

Sol12AX7復刻版が　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／ECC803Sも発

表されました．

このようにミディアム“プレート

型では一通りのアレンジをし尽くし

た感があるため．次に企画された

MU－12AX7RIでは既存モデル

との差別化を図るために．今まで手

をつけていなかったラージ・プレー

ト型の中から12AX7－EHと同じス

パイラル・ヒ一夕を採用した

Sovtek－12AX7LPSが素体に選ば

れたようです．

まとめ

2007年に発表されたMU－12AX

7RIは　Mullard製12AX7／
ECC83の復刻版を謳っていますが

ルックスは大きく異なります．

プレートが平型でマグネチック・

ハム低減効果のあるスパイラル・ピ

ークを採用していることはオリジナ

ル同様ですが　電極の細部の形状や

内部構造はかなり異なり，大胆な解

釈が加えられています．

MU－12AX7RIは横に3本の

補強リブが設けられた丈が約17mm

の大きなプレートを座布団型のマイ

カに取り付け．スプリング・マイカ

をセットしていることなど，外観や

構造はSovtek－12AX7LPSに酷似

しています．マーキングを消してし

まうと両者の見分けが全くつかなく

なってしまうほどです．

電気的特性は発売元（NewSensor

社）のホームページにも掲載されてい

ないため，詳細は不明ですが構造

的に見て，Sovtek－12AX7LPSと

同等（最大定格：Epmax＝330V，プレー

ト損失1．2W，Ipmax＝9mA．ヒーター

カソード問耐圧200V，自己バイアス時の

Rgmax＝2．2MQ．Ep＝250V．Eg三一2

V時の特性はGm＝1．7mA／V，LLは

ノミナルで94以上　内部抵抗56kQ程度）

と見て確実かと思われます．

Sovtek－12AX7LPSは12AX7相

当管ですが　最大定格は12AX7A

並みの高規格で　かつ，内部抵抗が

約1割低くてGmが6％高いため．

オリジナル12AX7とは特性が微妙

に違うようです．

また．同じラージ・プレート型に

は　GenaIexGold－LionB759復刻

版Goldゼins（B759－RlGP）がありま

す．B759－mGPは直りミナルで

約5％高い（98）ことを除いては12

AX7LPSと同特性で　増幅率を高

めにコントロールしていることが規

格表から読み取れます．さらに　規

格表には書かれていませんが　発売

元のホームページにはユニット・バ

ランスがとられていることがアナウ

ンスされています．

以上のことから，Reflector工場

製のラージ・プレート型12AX7系

の基本モデルはSovtek－12AX7

LPSで　ブランド別にアレンジを加

えて3種類のバリエーションを創り

出していることがわかります．B

759－RIについては12AX7LPS

のラインで製造された母集団から，

検査の過程で〟が6％以上高いもの

を抽出し，その中でユニット・バラ

ンスがとれた最高グレードの個体の

ピンに金メッキをかけることで生み

出されたと考えられます．まだ

Gold－Lionブランドとして意図した

サウンドに仕上げるために，短時間

であっても独自のエージング・プロ

セスを施している可能性がありま

す．

MU－12AX7RIも12AX7LPS

をベースにしていることは間違いな
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