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はじめに

オランダPhilipsで生まれたEL84は，世界中で幅

広く使われたため，欧州各地をはじめ，北米日本，

インド，オーストラリア，東欧，旧ソ連中国など，

様々な地域で製造されました．そのうち今回は，西側

諸国で製造されたEL84のバリエーションについて，

手持ちのサンプルを中心にご紹介しだいと思います．

欧州製

本家Philipsでは，オランダやオーストリアをはじ

め，欧州各地に所在する直轄工場の他，グルーフ企業

のMullard（英）やValvo（独）等でEL84は製造

されました

Philips系の製品は，灰色のアルミタラッド鉄板製

のプレートは八角形状断面で；2枚のプレート材をカ

シメ接合（3ヶ所）していることや，切り欠きやスリ

ットが設けられた側面部にはたがを締めるような形で

横に補強リブが2本設けられていること，Gl支産lこ

嵩繋は2枚に分かれた四角い放熱坂がセツ

と，上下マイカの裏にはドーナツ状のシールド環（G3

に接続）がセットされていることなどの点はどこも共

通ですが，細部の仕様は，製造時期や工場によって微

妙に異なります．、ちなみ喧内部構造は第1図のとお

りで楕円状断面で幅広のカソードや別々のピッチで

巻かれた各グリッドのワイヤーが確認できます．i

オランダでは主にHeerlen工場で製造していたよ

うです．管壁にPhilips－Miniwattブランドが印刷さ

れた写真のサンプルは，根元に表示された“rX4”で
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始まるエッチングコードから，1960年代の同工場製

であることがわかります．プレート偵揃に3ヶ所設け

られた四角い切り欠きやスリットが上下非対称配置に

なっていることや，2枚に分かれたGl放熱陵は四角

形であることなどが外観上の特徴です．

他に，同じオランダのSittard工場でも，同タイプ

の製品を1950年代後半の一時期製造していたようで

す（エッチング・コードはrX3Ⅹ7－Ⅹ9Ⅹ）．

次にご紹介する“BugleBoy”（通称：ラッパ小僧）

のキャラクターと‘‘AmperexMadeinHolland”の

文言が管壁に印刷されたサンプルは，「見オランダ製

のように見えますが，根元に表示された“rX3D7L”

のエッチング・コードから，正体は独Valvo（＝独

PhilipS）Hamburg工場の1957年製であることがわ

かります．この時代の同工場の製品は，プレート偵岡

に設けられたスリットが中央部1ヶ所のみで，Gl放

熱坂が省略されているといった特徴がありますが後

にオランダHeerlen工場製と同様のタイプに変わり

ました．

同じAmperexブランドでも，地球犠ロゴの印刷さ

れた写真のサンプルは，外観はオランダHeerlen工場

の製品と同じですが，管壁には小さな字でMadein

Austriaと表示されています．根元に表示された

“KM4’’で始まるエッチングコードからは，現品がオ

ーストリアViema工場の1960年代製であることが

わかります．

英国PhilipsでもあるMullardは，Blackbum工

場でEL84を製造していました．同社製のEL84は，

初期型（Type－1）ではプレート偵腫iに切り欠きやスリ
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られましたプレート接合部が片側に寄った写真のサ

ンプルは東独RFT製のOEM品です．

同じドイツでも，Siemensではプレート側面部に四

角い切り欠きやスリットが上下非対稼配置で3つ設け

られた，Philips系と固形状・同構造のモデルをミュン

ヘン工場で製造していました．同社（宣iemens一里als－

ke）を意味するSと草を組み合わせたロゴや根元に

“≠’’で始まるエッチングコードが表示された製品は

ミュンヘン工場の製品です．

やがて後期には，Telefunken同様に，Philips系や

東欧製のOEM品に切り替えられました写真のサン

プルは旧ユーゴスラビアEi－RC製のOEM品です

が，他にハンガリーTungsram製の

OEM品もあります．

仏Mazda（Mazda－Belvu）では，英

国Mullard製によく似た外観のモデル

を製造していましたEL84／6BQ5の

型番が印刷されたBelvuブランドの製

品（写真参照）は，プレート偵帽証こ四角

い切り欠きや丸穴が設けられている点は

Mullard製と同様ですが，それらはセン

ターに位置した上下対象配置で，かつ丸

穴は一回り大きく，Gl放熱陵がU字状

の1枚坂である点が異なります．

管壁に‘‘MINIWATT－DARI0，，の

ブランド名が印刷された写真のサンプル

もBelvu製と外観が同じなので，同様に

仏Mazda製かと思われます．
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納入品），Mazda－BeIvuEL84F，BrimarEL84

WanrMazdaブランドのサンプルは，Philips系同様

町人角形状断面のプレートには横に補強リブが2本

設けられていますが，偵幅のデザインは異なり，端部

の四角い切り欠きが上‾弔巨対称配置で設けられている

だけです．また，プレート材はカシメではなく溶接接

合です．Philips系同様に，上下マイカにはシールド環

がセットされており，Gl放熱陵もPhilips系同様に

2枚に分かれた四角いタイプですが，黒色である点が

異なります．

珍しいところでは，イタリアでもEL84を製造して

いました．Philips系に酷似した外観のサンプルは，メ

ーカーは不明ですが，Sylvania向けのOEM品です．

恐らくFIVREかATES，SICTEあたりの製品では

ないかと思われます．

北米製

欧州で生まれたEL84は，1955年頃に米国で6

BQ5としてEIA登録されました初期の頃は欧州か

らの輸入品が北米PhilipsでもあるAmperexから

発売されたほか，他社にもOEM供給されたため，

RaytheonやWestinghouse等，多くの米国ブランド

の初期製品にはPhilips系のOEM品が多数見られ

ますが写真のP軸lcoブランド製のように，黒プレー
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C左より・MazdaBelvuEL84／6BQ5（仏MazdaaD・Miniwatd，arioEL84（仏Mazdaag，RTEL84仏Mazda鵜フランス通信隊

トのユニークなモデルもあります（メーカーは不明）．

他方，RCAやGEでは当初から独自のモデルを製造

していました．また，当初はPhilips系のOEM品を

販売していたSylvaniaも後に独自のモデルを製造し

ました．さらに，隣国カナダのWestinghouseでも

1960年代に製造した模様です．

RCAでは1950年代後半から6BQ5を製造して

いましたRCA製のプレートは，表面がフラットな1

枚板をぐるりと小判状に曲げて瑞を溶接したタイプ

（Romd－Flat－Plate）です．初期は表面が炭化処理さ

れた黒プレート型でしたが，1960年代後半以降になる

と灰色のアルミクラッド鉄板製になりました

管壁が黒くカーボン・スートされた写真のサンプル

は最初期の製品（Typ㌻lA）です．カーボン・スート

の目的は，管轄にチャージした電菊による悪影響を避

けるためで，米国では，7ピン型のMT管では6AQ5

などの出力管や，9ピン型のMT管では12BY7な

ど，比較的高Gm特性の品種に対して初期の頃に採用

されましたが，欧米型のEL84には見られかRCA

製初期型の特徴でもあります．内部構造は何とノ　オ

リジナルとは異なるビーム四陸曹構造やプレート側

面の端部に設けられた大きな四角い切り欠きからはボ

ックス状のビーム形成板が確認できます．Philips系
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●左より・RCA6BQ5（Typ・㌻2A）スート／5撥鋪道／黒プレート，

GE6BQ5初期型／Gl放翻横付5，CE6BQ5後腿型／Gl放熱坂なし，

に上下は少し切り欠かれています．上下マイカにはシ

ールド環がセットされGl放熱陵は横に長いU字状

の1枚坂です．初期型はプレートやGl放熱坂が黒く

炭化処理されていました（Type－1）が，やがてGl放

熱坂は廃止され（Type－2），プレートは灰色のアルミ

タラッド錬擾製になりました（Typa乱

Sylvania製のEL84は他社にもOEM供給され

たのでTung－Solブランドなどの製品等も時折見か

けます．

日本製

EL84は，わが国ではPhllipsと技術提携していた

松下電器が1955年頃に国産化し，1957年には日本電

気（NEO批1958年には日立が，1960年には神戸

工業（TEN）が製造を開始しました．葉も東芝では

松下に対抗して類似管の6R－P15を1957年に開発

しましたが，数年後には他社ほならって6BQ5の製

造を開始しました．

松下製の初期型は，プレート側面部に設けられた3

つの切り欠きやスリットが上下非対称酉己瞳でGl支

柱には2枚に分かれた四角い放熱陵がセットされてい

ることなど，PhilipsのオランダHeerlen工場製に酷

似した外観・構造でしたが，1958年頃になると，低価

FEB．2009

Sylvania6BQ5（Typel）黒プレート／Gl放熱的寒

梅競争の影響を受けてか？Gl放熱板は早々に廃止

されてしまいました．ゲッタ一台が櫛型をした写真の

サンプルは，当時Hiゼi周のペア・チューブで売られ

ていた1958年の製品です．1960年頃になるとグッタ

一台は新型のリング状に変更されました鵡後期の三

松棄ロゴ時代まで基本的な構造は代わりませんでし

た．

日立製はPhilips製と外観がよく似ています弗プ

レート側面部に設けられた3つの切り欠きやスリット

はいずれもセンターに位置した上下対象配置でブラ

ンド・ロゴがゴシック体になった60年代中頃になっ

てもGl放熱阪はまだ残っています．2枚に分かれた

四角いGl放熱陵は黒色ですがサイズは他社製より

もやや小柄になっています．Philips系にセットされ

ていたシールド環は省略されG3支柱の上下端部に

グリッド・ワイヤーを数回密巻きすることで代用して

いますが，マイカにはシールド環固定席のスリットが

未使用のまま残されていることから，ひょ‘っとしたら

最初期型にはシールド環がセットされていたのかもし

れません．

神戸工業（TEN）の製品は他に例を見ないユニーク

なモデルです．八角形閃断面のプレートはPhilips系

と固形状ですが，丈は約8mmも長いロングサイズ
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く似ていますが1枚陵を曲げて端を止めたRCA製

の6BQ5とは異なり，U字状にプレスした2枚の板

材をカシメ接合して組み立てているため，両端に位置

するプレート接合部が放熱フィンの役割もはたしてい

ます．初期型（Type－1）ではプレート湾曲部の上下に

切り欠きが設けられ，黒いU手沢のGl放熱板がセ

ットされていましたが，後期型（Type功ではプレー

ト端部の切り欠きやGl放熱坂は廃止されました

東芝ロゴが印刷された写真のサンプルは，Type－1

で，側面にはマツダ・ロゴも印刷された1958年製の

Hi－Fi用です．他方，Sylvaniaロゴが印刷されたサン

プルは，同社がGTE－Sylvania（GeneralTelephone

の一部門）となった時代に米国で販売された東芝製

Type－2のOEM品です．

1960年代に東芝は米国に軍信管を大量に輸出して

いたため，Sylvania以外はも，今でも時折，Raytheon

やWestinghouseブランド等の6R－P15にお目に

かかることがあります．

わが国独特の形式名を持つ国産の6Rゼ15は優秀

な球でしたが6BQ5のほうが圧倒的に知名度か塙か

ったためなのか？東芝も数年後には6BQ5の発売

を開始しましたが，同社製の6BQ5は，型番の印刷が

消えると6R－P15と見分けがつかない程，外観力漕

似していているので素人目には中身は同じように思

われます．（6R－P15の販売は60年代後半まで続けら

れたようです．）

東芝製の6BQ5も，6R－P15同様に，初期型

（Ty勝一一1）には小判状断面プレートの湾曲部の上下に

切り欠きが設けられ，黒い－U字状のGl放熱板がセ

ットされていました科1960年代に入るとプレート端

部の切り欠きやGl放熱坂は廃止されました（Type－

2）．写真のサンプルは1965年頃のTy勝一2です．

ところで，東芝が6BQ5を発売したのは1960年頃

と言われていますが実際はそれよりも若干早く製造

していたのではないかと思われるサンプルが手許にあ

ります．管壁に東芝ロゴが印刷された写真のサンプル

は，2枚に分かれた黒いし辛状のGl放熱陵や，旧式

な横型のゲッタ一台などの特徴から，恐らく1959年

頃の製品ではないかと思われます．6R－P15同様に，

プレート湾曲部の上下には切り欠きが設けられていま

すが，中央部には矩形のスリットも追加されています．

さらにこれより古いと思われるのがマツダロゴ

が印刷された写真のサンプルです．管壁には“M

3128”の型番が印刷されているだけで他に品種を示す

FEB．　2009

情報が表示されていないため，残念ながら6R－P15

か6BQ5のいずれなのかはわかりません．プレート

湾曲部の上下に切り欠きが設けられていることや黒い

U字状のGl放熱陵など，外観は先程ご紹介した6R

－P15と同じですが，マツダロゴの有無やGl放熱陵

とゲッタ一台の特徴から，恐らく1958年頃の製品か

と思われます．

インド，オーストラI）ア裂

EL84はインドやオーストラリアでも製造してい

ました．インドのBEL（旦harat旦lectronics±td．）

はBangalore工場でPhilips系の各種受信管を製造

していました．写真のサンプルは1970年代の製品で

外観はオランダPhilipsのHeerlen工場製と酷似し

ています．BELの製品は自社ブランドの他Philips

系の各レーベルで販売された他Sylvania等にも

OEM供給されました．

まれオーストラリアのAlbertonに所在した

Hendon工場でも，1960年代にオラシダPhilipsの

Heerlen工場製に酷似したモデルを製造し，Min・

iwattブランドやSuperRadiotronブランドなどで

販売していました．

★次号予告

今回は，西伯躍国で製造されたEL84のメーカーご

と，製造時期ごとによって異なる約40種類のバリエ

ーションをご紹介しましたが　ちっぽけでありふれた

球でも個性的なモデルが数多くあることがわかりま

す．丹念に探せば他にも色々な国やメーカーの製品が

見つかるかも知れません．

西欧で生まれたEL84は，1950年代後半頃から，東

独やハンガリー，旧チェコスロバキア，旧ユーゴスラ

ビア，ポーランド，旧ソ連などの東欧諸国でも製造さ

れた他，中国でも製造されました．

現行管として現在，市場に出回っているロシア製，

東欧製，中国製の各モデルはいずれも近年になってか

ら新規に開発されたのではなく，これら1970年代ま

でに製造されたヴィンテージ球がベースになっていま

す．

次回は，1980年代以降に製造された現代版EL84

の各モデルと，そのルーツである旧共産圏諸国製のバ

リエーションをご紹介しだいと思います．
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