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はじめに

先月号では, 1970年代までに旧東伯闇で製造され

たEL84を都合40種類ご紹介しましたが,今回はそ

れ以降に製造された｢現代版EL 84｣の各モデルをご

紹介しだいと思います.

欧米の主要メーカーは, 1970年代末頃までに受信管

の製造を終えて,その後は東欧製のOEM品を自社ブ

ランドで販売しましたカキやがてそれも終了した後は,

旧ユーゴスラビア(セルビア)やスロバキア,ロシア,

中国製の球か欧米の商社を介して世界中は出回りまし

た.

現直,市場に出回っているロシア製,東離蟄　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

発されたものではなく, 1970年代までに製造されたモ

デルの継続生産品か改良･発展型,あるいは復刻版で

す.

中国曙光電子製EL 84 (SG-EL 84)

中国の曙光電子(Shuguang)は,国営工場時代に製

造していた6 P 14 PをEL84に改名して民営化後の

現在も製造しています. SGマークのついた写真のサ

ンプルは自社ブランド製の現行品です.主要な内部構

造や外観は国営工場で誕生した当初から変わりません

が, 1990年代半〉瀬までの製品(Type-1 A)はゲッ

タ一台が中国独特の座布団型なのに対して,現行品

(Type-1 B)は円盤状の新型に変わっています.

Type-I Aは英国のPM-Componentsが展開する

GoldemDragonブランドから1992年頃にGm

78

BQ 5/EL 84として発売され,中国製EL84の存在が

世界中に知れわたることになりました.

現在, GDゼBQ 5/EL 84は,仕入れの都合によるも

のなのか?バッチによって曙光電子製のType-lB

とロシア製(Sovtek-6 BQ 5/EL 84のOEM品)が混在し

た状態になっています.写真のサンプルは1990年代

初頭に発売された曙光電子製のTypel Aと最新ロ

ットのType-1 B,ロシア製のそれぞれOEM品です.

Gm BQ 5/EL84は,トレード･マークの龍のエン

ブレムやブランド名と型番が発売当初は白インクで印

刷されていましたが,チタン･プレート型300B (4300

BLX)が同ブランドから発表された1996年頃にマー

キングのデザインが変わりました.龍のエンブレムは

消えて,ブランド名も頭文字(GD)のみに省略され,

インクも山吹色になりました.現在,マーキングは当

初のデザインに戻りましたが.,インクは銀色になりま

した.

Type-lBのOEM品は,他にもTAD (-Tube

Amp Doctor)のEL 84-STRなど,様々な商社ブラン

ドから発売されていますが,ロシア製ほど｢投的では

ないようです.

他方,曙光電子自社ブランド製品(SG-EL 84)もあま

り見かけませんが,秋葉原では入手可能です.

セルビア: Ei-RC製EL 84 (灰色プレート)

※製造中止

セルビアに所在するEi-RCは,旧ユーゴスラビア

連邦時代の国営総合電畿企業: Elektronska lndus･

trij aの真空管製造部門です.
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モデル 膝��Rﾓ��Type-2 膝��Rﾓ2�Type-4＼- 

プレート 丶I�b�灰色 丶I�b�銀色 

G1放線板 ��､I�jIz�ｨｾ)�b�表裏とも灰色 儷ﾉUﾈ,h.�､I�b�表裏とも灰色 

G2支柱 仞)�b�錆色 仞)�b�銀色 

G3支柱 倅ｹ�b�錆色 仞)�b�銀色 

短い �%ｨ*"�長い �+x*"�

備考 蔦�塔�D��8ﾚ��1990年代頃 俐Xﾎ8ｯｨﾅ�� 

(第1表〉 ELRC製EL84のタイプ一覧

モデル 膝��Rﾓ��Type-2 膝��Rﾓ��Type-2 

ピンの処理 �6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｲ�ノーマル 仞�8�6(4ﾂ�金メッキ 

プレート 丶I�b�灰色 丶I�b�灰色 

G1放搬 儷ﾉz�,h.�､I�b�表裏とも灰色 儷ﾈｮ�,h.�､I�b�表産とも灰色 

G2支柱 倅ｹ�b�銀色 仞)�b�錆色 

G3支柱 倅ｹ�b�銀色 仞)�b�錆色 

短い �+x*"�.長い �%ｨ*"�

備考 �� �� 

2)の選別品 �,ﾉ�兔ｨ軏�2)の選別品 �,ﾉ�兔ｩV��

(第2表) Ei-Elite製EL84のタイプ÷賢

ル･タイプと変わりませんが,プレートはニッケルと

思われる白銀の光沢を放った素材で出来ています.

ニッケル･プレートは通常,アルミクラッド鉄板製

プレートに比べて許容損失が小さいため,そのまま差

し変えるとオーバー･ヒートしてしまうのではない

か?と｢醇不安になりますが,実際に差し替えてみる

ど,赤熱も起こらずに平然と問題なく動作します.

一体何のために?　このような珍種を製造したのか

は不明です. (これは推測になりますが)経済封鎖による

原材料の詞達難など,何らかの事情で一時期プレート

材の変更が行われたものと思われます.他にも同時期

に出回った同社製のECC 82やECC 83にも｢銀色プ

レート型｣があります.

同社製の銀色プレート型EL 84 (Type-4)は,上に

長く伸びた2本のG3支柱がゲッタ一･サポートも兼

ねたモデルで, G2･G3支柱はともに銀色です.これ

はノーマル･タイプの灰色プレート型: Type-3の銀

色プレート版にあたります.

ところ1, 1990年代のユーゴスラビア内乱の中?,

1998年にはNATOのコソボ空爆によって工場が破

壊されたという情報が流れましたが,海外からの他の

情報によると,実際に被害を受けたのは発電所といっ
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〈第1図) EL84とSV 83のピン接続の比較

だ工場の周辺施設で工場自体の物理的な被害は少な

かったようですが,経済封鎖によって原材料の調達が

困難になり,数年間操業を停止する事態に陥りました.

それによって経営が悪化し,さらに近年の国際的な原

油高や原材料の高騰による打撃を受けて,生産が次第

に不安定になるとともに,品質の低下やばらつきカ顕

著に見られるようになったようです.

英国のPM-Componentsが同社を再建するべく資

本面で支援していましたがその努力もむなしく,戟

念ながら2006年8月に完全に操業を停止しました.

Ei-RC製のEL 84は,オTJ)ジナルPhilips製の特

徴を現代管の中では最も色濃く受け継いでいました

那,同社が操業を停止した情報が世界中を駆け巡ると,
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●左より, EiElite EL 84 EG (Ty勝一1 ) Ei-RC製Type2の特冠圃幌/金屋, Ei-Elite EL 84 EG (TyfNT2 ) Ei-RC製Typ㌻3の特別選別

晶/金足, TeslaEL 84(Type-5 )比醐/1960年代塊TeslaEL 84(Type-7 )比較用/最後期の製請J/I-EL 84のプロトタイ?, ∫/I-EIectronic

∫/J-EL 84 (Type-1 A)初期型, J/J-Electronic J/J-EL 84 (Type-1 B)蔑行品

まず,丸で囲まれたEi印と``EL84 E"の型番が金

色インクで印刷されたEL 84 Eには,細部の仕様の異

なる2つのモデルがあります.

1つ目は一本足のゲッタ一･サポートをプレート固

定用の爪のうち1ヶ所は溶接したモデル(Type-1)?,

これはEirRC製Type2の選別品になります.

2つ目は上に長く伸びた2本のG3支柱がゲッタ
一･サポートも兼ねているモデル(Type-2)で,これ

はEi-RC製Type-3の選別品になります.

他方,最高グレード品のEL84EGに金色インクで

印刷された型番は``EL 84 EG''で,接触不良を防ぐた

めにピンが金メッキ化されているのか特徴です.

EL84 E同様に, EL84 EGにも細部の仕様が微妙

に異なる2つのモデルがあります.

1つ目は一本足のゲッタ一･サポートをプレート固

定席の爪のうち1ヶ所に溶接したモデル(Type-i)で,

これはEi-RC製Type-2の選別品です.

2つ目は上に長く伸びた2本のG3支柱がグッタ
一･サポートも兼ねているモデル(Type-2)で,これ

はEi-RC製Type-3の選別品です.

これらEL84EやEL84EGの特徴をまとめると

第2表のようになります.特別セレクト品であるEi-

Elite球(Eシリーズ, EGシリーズ)は,無選別のEi

82

オリジナル･ブランド球に比べて割高でしたが,ユー

ザーからは,特に電圧増幅管において,マイクロフォ

ニッタ雑音の少なさや品質面･音質面で一定の評随を

得ていました.

けれども, 2006年のEi-RCの操業障止によって惜

しくも供給源を失い,現在では店頭在庫限りとなって,

入手は困難です.

スロバキア: JlJ-EIectronic製J/i-EL 84

旧チェコスロバキア時代の国営総合電機企業:

Teslaの真空管製造部門を引き継いで1994年に設立

されたスロバキアの民間企業: ∫/JEl∝tro血Cでは,

当初からEL84 (J/∫-EL84)を製造しています.

ところで,先月号ではTesla製のEL84の都合6

種類にわたる様々なタイプをま紹介しましたが,実は

∫/Jへの移行の過渡期と思われる時期に, ∫/JEL 84

と外観や構造が同一の第7番目のモデル(Type-7)那

製造されました.このType-7はJ/JEL84のプロト

タイプ的な存歪です.

同モデルは,倣圃開口部が深く絞り込まれたプレー

トは断面が楕円状に近いグラマーなスタイルで,かつ

四角いスリットや切り欠きが上下対称酉曙に設けられ

ていることや, G l放熱陵がコの字状の1枚陵で,上に
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∴∴∴三言:.:∵ ∴ 

･∴∴∴:∴∴ ∴∴ 

●左より, Electro-HamonixEL 84EH (Type-1 A)初純理EIectro-HarmonixEL 84EH (Type-1 B) mB｡B, MdlaI･d㈲刻扮EL 84 (鍾

刻扮2007年頃発表の新製品Ren∝tor6 P 14 mB比較用/G l放熱阪なし, Ren∝tor6 P 14 P形状比較凧Re鯖∝tor6 P 14 PゼB形吠比

較闇

(Type-1 B)に変更されて現在に至ります.

Sovtek-EL84/6 BQ 5は他社にOEM供給され

ているため,同一仕様の他社ブランド製品が沢山出回

っているのに対して, EL 84-EHと同一仕様の他社ブ

ランド製品は見かけません.

Sovtek球は汎用モデル的な位置付けですが,オー

ディオ用や電子楽器向けの高級志向の強いElectro-

Hamonix球には旧ソ連時代の設計に改良を加えた

ものや新規藷十品が多い事例からして, EL 84EHは

特別のこだわりを持った｢NewSensor社オリジナル

製品｣ではないかと思います.

ロシアReflector工場製: Muliard-EL84

復刻版

同工場で製造している第3番目のモデルは, New

Sensor社が展開するMullardブランドから2007年

頃に発表されたMullard EL 84の復刻版(Mullard

EL84一里: Reissue)です.

MullardEL84RIはオリジナルとはイメージが大

きく異なり,その外観はEL84-EHに酷淑しています

那, 2005年3月号でご紹介したMullardEL 34復刻

版(Mullard EL 34-RI)のように,音質面等で何らかの

改良が加えられている可能性があります.けれども,

88

残念ながら国内では入手が困難なだめ,詳細はまだ不

明です.いずれ現物が入手できた時点で改めてご紹介

したいと思います.

ロシアRefiector工場製Sovtek-EL 84 M

同工場で製造している第4番目のモデルは,

Sovtek-EL 84 Mです.側面開口部が深く絞り込まれ

たシャープな顔付きの八角形状断面プレートと,丸い

主マイカに重ねた四角い座布団型のサブ･マイカが特

徴的な同モデルは,旧ソ連時代から製造されているミ

リタリー･グレードの堅牢構造･長寿命管: 6P14P

EBと同一仕様で,形式名のMはミリタリー(坦li･

taIy) ･グレードを意味します.

6P14PEBは6P14Pの同族管ですが,電極の

形状や構造は基準管の6P14Pとは大きく異なりま

す.最大の特徴はプレートかシヽ角形状断面だというこ

とですが,他にも各グリッド支柱の間隔が広めで,か

つ等間隔酉曙になっています(6P14PはG2-G3間

が広め).同族管ながらグリッド支柱の間隔が異なるの

は,耐震構造管の6P14PEBでは,グリッドの振動

を抑えるために,マイカに巻きつけたリボンを各支柱

に添え木のように溶接しているからです.

行灯型プレートの6P14Pで各グリッド支柱を6
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●左より･ SovtekEL 84 M(Type-1 A)比駒/糊の矯Electro-Ha-onixEL 84-EH形脚Sovt.EEL 84/6 BQ 5形脚sovt.k

EL 84 M (Type-I A)初期型/G l放翻刻寸き/-ツナング表示SovtekEL 84 M (Type-1 B)税行品/G l放熱酎き, Genalex 鍋 N 709

2008年頃発表の新製品

(89ページよりつづく)

同モデルまでは青と黄色の2色刷りの粗雑なボール

紙製の化糎箱に入っていましたが,やがてイ聴箱は白

地に赤と青帯を配し,ソ連をイメージさせる鎌とハン

マーを組み合わせたマークや軍用をイメージさせる赤

い星印をあしらったものに変わりました.

1990年代末頃になると,イ掘箱からは鎌とハンマー

を組み合わせたマークが消えて,新たに赤い星田に鳩

のシルエットを組み合わせたマークが加わり,青帯も

紺色に変わりました.この新しいデザインのイ蛾蹄に

入った球からは新たに4桁のデート･コードも印刷さ

れるようになりました.

Type-1 A性大きなリング状のゲッタ一台を上部

マイかこ植えたポストから立ち上がった3本の支柱で

支持していましたが, 2007年頃に同工場製受信管のゲ

ツタ一台が一斉に小さな円盤状に変更されてからは,

アーチ状に曲げられた針金で2点支持する構造に変わ

りました(Type-1 B)那,上部マイカには3点支持時代

のゲッタ一･サポート固定用のポストが1カ所未使用

のまま残っています.当該ポストは2枚のマイカを繋

ぎ留めるハトメの役割も兼ねているため,放置されて

いるようです.

現行品(Type-1 B)は原型である旧ソ連時代の6

142

P 14 P-EBから数えると三代目にあたりますが初代

からビンは銀色にメッキ処理されていて, G 2支柱は

9番ピンのステム･リードに直に溶接している点が

Sovtek-EL84/6 BQ5 (-6P14P)とは異なります.

リボンを介さずにG2支柱をステム･リードに直結し

ているのは,熱后導隆の点でメリットがあるように思

えます.

EL84-EHにおけるG2支柱と9番ピンのステ

ム･リードの直結は,ひょっとしたらこれを手本にし

ているのかもしれません.

Sovtek-EL84M (6P14P-EB)は,耐圧が高い

(Epmax-500V, Eg2max-500V　激ともに絶対最大定

格)ため,プレートやスクリーン･グリッドに350V近

い高電圧をかけて動作させるMatcHessのギター･

アンプに搭載されたり,商社ブランドからロシア製の

7189Aとして発売されています. (なお,プレート損失

は6P14Pと同じ14Wですが, G2損失は6P14Pより

約1割低い2Wに抑えられています.)他にも,元々力濫

用の高信頼管ゆえに商社ブランドのE84 Lとしても

発売されています.
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