
現在入手できるEL餌／6CN オンバレード！
●表紙解説
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これだけEL34／6CA7が集合すると壮観で

ある．一部は入手難のものもあるが　ほとん

どが生産されているものである．3極管の

300Bと並んで5橿管の代名詞といってよいの

がEL34／6CA7た．以下に「特集」を組んだので

“現代管’’入手の参考にしていただければ幸い

である．（編）
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o 連載：現代管情報シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　 o

EL ／6CA7のすべて
○ 都来往人　　　　　　　　　　　　　　 o

表紙参照

●噴油電子EL34A（細管）
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●曙輝子EL34B（太管）　　　　●柳州／Valve－ArtEL34（太管）

現行の真空管の中で最も生産量の多い品種は，おそ

らくEL34／6CA7ではないかと思われます．ちなみ

に業界関係者の話では，国内だけでも月に3000本以

上も売れているそうです．

その主な消費先はオーディオ用でもなく産業・工業

用でもなく，ギター・アンプ等の電子楽器向けだそう

です．このミュージック・シーンにおける旺盛な需要

によって，今日の真空管メーカーが支えられていると

いっても過言ではないでしょう．

今回はそんな現行のEL34系出力管について，私がこ

れまで集めた情報や現物を観察した結果をご報告した

いと思います．皆さんのご参割こなれは幸いです．

★ロシア製

ロシアでは10年以上前からEL34を生産してい

ました．日本では米国NewSensor社によるSovtek

ブランドの製品がよく知られており，おそらく世界で

一番多く流通しているのではないかと思います．

Sovtek－EL34は，最初は品質管理に不慣れなせい

か，個々の製品にパラツキが多く見られましたが，数

次の改良を経て現在では外観・特性とも高い水準にな

りました．97年頃になってSvetlana社からもEL34

が発表され，ロシア製EL34の選択肢も増えました．

MAR．　2001

①　Sovtek

Sovtekは米国の真空管商社：NewSensor社に

よる自社発注のロシア球のブランドで，その製品は旧

ソ連圏内の複数の工場で生産されています．ちなみに

EL34はすべてロシアのRenector社の製品で，同社

は300Bやモノプレート2A3，6L6／5881等を生産

していることでも知られています．

かつてはEL34Gという東欧製EL34に似たバル

ブに長めのペースを持った球を製造していましたが，

99年頃に改良管のEL34WXTに置き換えられてい

ます．

また80年代末頃まではGE製6CA7に良く似た

ビーム管構造のEL34（ロットH3B3）を製造してい

ましたが，惜しいことにこのタイプの球は生産終了と

なり，現在は5極管型のものだけが存在します．

EL34WXT腸醒型）
EL34WXTはEL34G（細管・長ベース）の後継管

で，Sovtek製EL34の標準型です．バルブは

Telefmkenの後期型（東欧のOEMを含む）同様の細管

タイプです．メーカー製アンプ等にも多用され，おな

じみの製品です．

前作EL34Gでは長かっだ黒色ベースの袴は標準
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●SovtekEL34WXT

：畠 iTj ㌔〈
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●Eleetro－HarmonixEL34－EH（Typel）　　　　●同　EL34EH（Type2）

ジ球Mullard－EL34の音の再現を目標に．初期型

（Typel）に改良を加えた球です．

メーカーの僑報によると，複合素材によるラミネー

ト構造のプレート材の採用によって放熱隆を改善し，

ギター・アンプ等でのオーバーロード動作でも良好な

性能を実現するとともに，カソードのオキサイド材の

改良によりハムやノイズを低減しているとのことで

す．SV－EL34（Type2）はとても造りがよく特性も揃

った球です．パルプはSovtek球より約10mm太く，

Mullard製と太さ・長さともには！洞じサイズです．

ベースは明るい茶色で，管腰部はバリウム・ゲッター

で銀色に描いています．

灰色のフラット仕上げの溶接型プレートは，長さは

標準サイズですが，横の厚みはSovtek球より4mm

近く大きく，高温・高電圧となるプレートの上下各6

両には四角い切り欠きがあり，マイカとの接触面積を

減らす工夫がなされています．

Glフィンは2枚タイプで，Glは金メッキ，G2は

炭イ拠理されています．

さて，SVゼL34のもっともユニークな特徴は電極

の固定方法にあります．具体的には丸型の上下マイカ

にセットされた8本の板バネにより電極を管壁にしっ

かりと固定した大変リジッドな造りになっており，大

変信頼性の高い捲進です．

これほど強固な構造のEL34はSV－EL34の他に

は見られません．

★中国製

中国では曙光電子（Shuguang）をはじめ，］際や柳

州で以前からEL34を製造していました．日本で一般

MAR．　2001

的に知られるようになったのは80年代頭からで，英

国PMコンポーネンツによるGolden－Dragonブラ

ンドの功績が大です．

GoldenDragonからは標準型のEL34の他に，

Mullard－EL34の復刻をねらったEL34M（＝Mul・

lard－type）や，クリスタル・ガラスのパルプを使用し，

ピンチ・ステムの採用とゲッターを管底部分に飛ばし

て管頂部を透明にすることによってレトロな雰囲気を

醸し出したEL34－Super，またGD初期にはGE－6

CA7の中国版をねらったビーム管構造のGD－EL34

Sといったユニークな製品が発表されましたが，GD

では標準型以外のモデルは生産終了になったためなの

か，現在では入手は難しくなりました．

現在，中国製EL34で一番多く出回っているのは曙

光電子の製品で，次いで柳州の製品が入手可能です（北

京の製品はとても丁寧な造りでしたが，残念ながら数年前

に工場が閉鎖になったため入手は困難です）．

①　曙光田子（Shuguang）

中国南部に工場を構える曙光電子（Shuguang）は，

中国最大手の真空管メーカーで，300Bや2A3，211，

845，6L6，KT8a EL34等の直熱3極管からビー

ム管，5極管にわたる各種の出力管の他に，5AR4，

5U4G，274Bといった整流管や6SL7，6SN7な

どの電圧増幅管や大型送信管等，MT管を除くさまざ

まな品種の球を製造しています．

EL34A（標準型）

曙光電子製EL34－Aは，80年代頃から出回ってい

た従来のEL34（プレートに短冊型の金属片が溶接′された

タイプ）をベースに，銘球として人気の高いMullard
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●TESLA EL34－9825

うが曙光電子よりも先行しているのではないがと思わ

れます．現在はValve－Artブランドの製品（Valve－Art

EL34）が入手可能で，一見してEL34－B以上の造りの

良さが伝わる魅力的な製品です．

バルブは同じタイプの曙光EL34－Bより3mmほ

ど太く，背は5mmほど短いこげ茶色ベースです．

プレートは炭イ竣工理された黒色の溶接型で，補強リ

ブはEL34－Bよりしっかりとプレスされています．

Glフィンは大きなU字型で，G2は炭イ駿基理して

耐損失を稼いでいます．余談ですがG3の上下にはシ

ールドを兼ねたリボンが巻かれているのもこの球の特

徴です．電瞳固定用のマイカは曙光同様に下側は変形

八角形ですが，上側は大きな丸型で放射状に設けら

れた8本の爪でしっかりと電極を保持しており，マイ

カへのプレートの固定方法もハトメ止めと損勤対策も

向上しています．

また，柳州EL34も曙光EL34－B同様に1番ピン

がNC（無接続）となっており，通常EL34では1番ピ

ンに引き出されているG3が管内でカソード（8番ピ

ン）とつながっています．しかしG3をカソードと同

電位にして動作させる通常の使用例では，他のEL34

とそのまま差し換えて使えます．

★スロバキア製

スロバキアでは，旧チェコスロバキア時代から総合

電機メーカー：Tesla社において，20年以上前から仏

Philips－Dario製に良く似たEL34を製造していま

した．80年代後半以降に日本に大量に輸入された黄色

と紺色の箱入りの通称Tesla－0ld，88と呼ばれる大

智がそれにあたり，音質的にも定評があります．

MAR．2001

●Ei－6CA7 ●（左）Ei6CA7／EL34（右）EiKT77

現行品のJ／J－EL34は，チェコスロバキア民主化に

伴うTeslaの分割後に，真空管製造部門を引き継いだ

J／手Electronic社の製品で，Tesla－0ld，88の後継管

です．

一方，E34Lは，原型の蘭Philipsや独Siemensで

はEL34のスペシャル管を意味しますが，J／J－E34L

は同社EL34の改良管？，EL34のパービアンスを若

干高めて30％の出力増加を図るとともに，材料の見直

しによりピーク・パワー時の特性改善を行ったモデル

です．原型はTesla社で80年代に開発され，同社

EL34とともに日本に上陸しました．現行の現行品の

J／J－E34LはTesla－E34しの後継管です．

（DJ／J－Electronic

EL34（cIear，red．biue）

J／J－EL34のユニークな特徴は，管頂部が丸いドー

ム型になっていることです．原型のTesla－01dEL34

’88は，他社のEL34同様にオリジナルPhilips－

EL34と同じく平べったい頭をしています．それを敢

えて丸いドーム型に変えたのは，輸入代理店を通じて

J／Jに伺ったところでは，ヨーロッパではこのデザイ

ンのほうが好まれるからなのだそうで，平べったい頭

のEL34を見なれた私にとっては，東洋と欧州での感

覚の違いを感じさせられました．

バルブはMullard製と同じ太さですが，長さは5

mmほど短くなっており，ベースはMullard製によ

く似た形状の黒色タイプです．

プレートは浅い灰色のフラット仕上げの溶接型で，

厚みは10mm程度とやや少ないのですが，横幅は管

壁近くまでとかなりあります．プレートに設けられた

51



小さめのスリット等，プレート全体

のデザイ　ンはMullardや仏

Philips－Dario製によく似ています．

Glフィンはくの字型の2枚タイ

プで，Glは金メッキ，G2は炭化処

理されています．

マイカは上下とも10本爪付きの丸

型で，管壁に電瞳をしっかりと固定

しています．

J／J－EL34はMullard－EL34の

音色の再現を目標に開発された製品

一己　とても丁寧な造りで特樫もよく

揃っており，音質的にも定評があり

ます．

EL34にはクリアガラスの標準

型の他に青ガラスや赤ガラス版があ

ります．これもJ／Jだけのユニークな特徴です．

234L（cIearJed，biue）

詞
∴ ∴∵

∵∴

●左より：曙光範子EL34初期型．TESLAEL34－OLDB8

TESLAE34L／88－0LIl MullardEL34

J／J－E34Lは同社EL34の改良管で，放熱隆に優

れた特製合金のプレート材の採用により高出力時にお

ける安定性を高め，かつ特製的にもパービアンスを若

干高めて出力アップを図ったといわれるモデルです．

外観上は型番のマーキングを除いてJ／J－EL34と

瓜二つで丸顔に黒ベース，内部構造を含めて両者は

まったく見分けがつきません．

メーカー側の公表資料では，EL34よりE34しの

ほうがバイアスが3－3．5V程深いだけで　Gmを含

めて他のスペックは両方とも同一ですが，他のEL34

よりヘッドルームは20％拡大しているそうです．

これは推測になりますが　E34LはEL34のGl

のグリッドピッチを若干調整して出力特性を改良した

のではないかと思われます．E34Lにもクリアガラス

の標準型の他に音ガラスや赤ガラス版があります．こ

れもJ／Jだけのユニークな特徴です．

②　TESLOVAK（米国PentaLabsプランr？

TESLOVAKは米国の真空管会社：Penta Labs

のブランドで，由来はTESLAとSLOVAKIAの合

成語によります．

このTESLOVAKブランドは，J／JがPenta

Labs向けにOEM生産したE34LS．KT88S，E83

ccの3種の球につけられており，とくにE34LSに

は独自の工夫が盛り込まれています．

日本では一部の通販業者の広告にときどき見受けら
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れる程度ですが，出荷元の米国Penta LabsのWeb

上には現在も載っているため，ここでは現行品として

紹介したいと思います．

E34LS

E34LSはJ／J－EL34をベースにPenta Labs向

けの特別仕様が盛り込まれた製品です．原型は98年

頃に発表され，同型の類似管として写真のTesla

EL34－9825（98年25週目製）があります．

E34LSやTesla EL34－9825は濃い茶ベースの

丸ドームトップ管で，管壁にはロゴと型番が銀色で印

字されています．ちなみにE34LSは，以前友誌MJ

誌で新型管として紹介されたことがあります．

プレートは濃い灰色のフラット型で，形状・寸法と

もにJ／J－EL34と同じですが，プレート端部に小さな

放熱フィンが4枚設けられており，P損失の向上が図

られているのがこの球のユニークな特徴です．

これは大きな規格のわりにはP損失が25Wと少

なめなEL34のパワー・アップ（オーバーロード時のプ

レート冷却性の向上）を狙っての設計かと思われます．

Penta Labsからの情報によるとP損失は＋5Wの

30Wだそうです．

その他の構造や仕様はJ／JEL34と同じです．

★ユーゴスラビア製

Ei－Elecroronic

ユーゴのセルビアに工場を構えるEi－Elecroronic

は，Philipsの製造設備を転用してMT管やGT管を

ラ　ジ　オ技術



ピンに別々に引き出されています．

上下マイカは丸型に12本の爪が

付いて，ガッチリと電極を固定して

います．Ei－6CA7／EL34（細管／ト

ップ排気）は「持SiemensのOEM

品として供給されたこともあって，

現在，真空管販売店の広告でも

Siemens－EL34（トップ排気）として

見受けられます．

参考紹介：KT77（細管／ビーム管

構造／トップ排気）

KT77のオリジナルは，英国M－

0Valve社がMullard－EL34に

対抗して開発したビーム管で外観

もEL34によく似た球ですが，

Philips－Mullardの特許を避ける

ために，ビーム管構造でEL34に近い特性を実現した

＼i

子：∵∵一
i

Il

I

∴ 拳 、

●左より：SovtekEL34（太管），シルバニア6CA7－STR

松下電器（メタルベース）6CA7．シーメンスEL34／D88

といわれる球です．オーディオ用以外ほもマーシャル

のギターアンプで採用され，Mullard－EL34とともに

ミュージシャンに人気があります．

一方，Ei－KT77は，外観はオリジナルMO－V製と

異なり，外観はEi一℃CA7／EL34（細管／トップ排気）

と全く同じで見分けがつきません．

従って，人によっては「あれはEiBCA7／EL34だ

よ」といわれますが，「応ここでは類似管として，ま

た秋葉原の一部のお店で入手可能なだめ，現行管のひ

とつとしてご参考までにご紹介しだいと思います．

ところで，オリジナルKT77はKT88やKT66

は比べて生産量が少なく，かつギターアンプ用途等で

人気が高いせいなのか，現在では稀少化・価格高騰化

しています．

そのような状況の下で，ビーム管構造のEL34を製

造しているEiが人気が高く，品薄気味のオリジナル

KT77の代替品として供給する目的で，同社6CA7／

EL34をベースに製造したものと思われます．

★まとめ

Philips開発のEL34は，大変設計が良くて使いや

すいためか，世界中で今日まで永年にわたって大量に

使われ，5樋出力管の代表的存在となりました．

業務用を含めて，現在これほど広く使われている多

垣出力管は珍しいと思います．

EL34は使いやすさの他に端正（しいて悪くいえばク

ールな）な音色といった特徴がありますが，6L6など
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の米国系多極出力管を見慣れていた私にとっては，そ

れ以上にEL34のいかにも欧州的な雰囲気の姿が何

ともたまらなく魅力的に感じられます．

余談ですが，かつて私が中学生だった1970年代に

は，EL34と言え一滴能率・大出力の高級オーディオ

出力管でした．6V6や6BQ5程度の小型球しか使

ったことのなかった私にとっては，いつかはEL34ア

ンプを作ってみたいと憧れていた球でしたが．今では

容易にさまざまな種類の製品が入手できるため，ビギ

ナーでも大型管アンプの魅力を気軽に楽しめる球のひ

とつではないかと思います．

また，現行各社のEL34のいずれもが銘球として人

気の高いMullard－EL34の音色の再現を目標に工夫

を凝らしているため，安師に入手できる現代管だからと

いって「安かろう悪かろう」と馬鹿にすることはできません．

いずれの製品も音楽の現場など業務用途での厳しい

要求や環境の下で，セット・メーカーに採用されるた

めに，ヴィンテージ球を模範に，オーディオ用多極管

としての「定水準以上のレベルを達成し，常に更なる

独自の工夫を重ねている点は評価すべきことかと思い

ます．現行EL34は．各社どれをとっても魅力的な製

品であると思いますし，気軽に使える高性能オーディ

オ用五陸曹としてお薦めできる品種です．

時は21世紀になり，真空管デバイスも誕生から一

世紀を越えました．これからも電子楽器等の業務用で

真空管が重宝される限り，民生用の真空管は生産し続

けられるでしょうし，EL34も真空管がその役割を終

える最後のその日まで生き残ることでしょう．

ラ　ジオ技術




