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はじめに

今でこそロシア製の12AX7系は

10種類以上発表されていますが．こ

れらは全て1980年代末以降に開発

されたものばかりです．12AX7と

差し替えられる相当管は旧ソ連時代

の末期まで存在しませんでした

1980年代になってソ連製の軍用

管が電子楽器向けに米国に輸出され

るようになりましたが　その中には

6．3V点火で12AX7類似特性の6

N2Pや6N2P－EVが含まれていま

した

6N2P系は安価なことに加えて品

質も良好だったので　ギター・アン

プ分野で注目されましたが　6．3V

点火専用のため．これを使うために

は機器側でヒ一夕配線の変更が必須

でした．

この不便さを解消するために12

AX7と差し替えられる球へのニー

ズが高まり，商社から互換球の開発

要諦があったようです．

これを受けたメーカー側では　6

N2P系のヒ一夕を複電圧化して口

金接続を変え，特性を徴調整する手

法で12AX7の相当管が開発されま

した
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実際に素体に選ばれたのは6N2P

の長寿命・高耐震構造版である6N

2P－EVで　これを改造して1980年

代末頃に誕生したのがSovtek－12

AX7WAです．

Sovtek－12AX7WAは12AX7

と類似の特陸を有していますがら　〟

のノミナル・スペックは12AX7

WAよりも2．5％低い97．5です．

ほどなくして，12AX7より〟が

5％高い（102．5）12AX7WBが登場

し，1990年代末には12AX7WC

も発表されました

ところで，Sovtek－12AX7Wシ

リーズは同じ発売元（NewSensor社）

の製品にもかかわらず　同社の傘下

にあるReflectol・工場製の他の12

AX7系に共通する特徴があまり見

られないことが以前から気になって

いました．

まず（プレートは別として）各部材の

形状や構造が他の12AX7系とは大

きく異なり，本シリーズ独自の仕様

となっています．そして，12AX7

WAや12AX7WBと12AX7WC

とではプレート側面部の形状やゲッ

タ一台の形状が近年まで異なり，12

AX7WAと12AX7WBは同じ型

番同士であっても製造時期によって

プレートの色や形状が異なり，加え

てゲッタ一台やステム底面などの形

状も異なります．

さらに，12AX7WBの一世代前

のバージョンは　先月号でご紹介し

たVoskhod－KRLZ製の12AX7

VKAと外観や構造が酷似．していま

す．

これらの事例が一体何を物語って

いるのか？を説明してくれる資料や

情報は残念ながら見当たりません

そこで今回は，これまでに入手した

サンプルの観察結果をもとに，

Sovtek－12AX7Wシリーズの素顔

に迫ってみたいと思います．

12AX7Mについて

12AX7WAは米国製の軍用品信

頼管ですが　登場したのはかなり後

でした．1947年にRCAが開発し

た12AX7は広範囲な用途を持ち．

ほどなくして軍用でも使われるよう

になりましたが　当初は各社とも（検

査基準は別として）民生球とは！調じも

のを納入していました．

例えばRaytheon製のJAN－

CRP－12AX7ば　上部マイカの厚

みが増している以外は，梯子状に3

段の補強リブを設けた黒くて丈の長
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6N2P

（Ty pe－1）

2段マイカ（座布団状）

低重心産直のな．極

箱型のプレート

プレートは灰色

プレート接合部は片側のみ（支柱無し）

プレート側面部に大きなスリット有り

プレート内部にシールドあり

ユニット的シールド板は灰色

シールドの溝は一文字

ゲックー台は丸皿状（片支持）

と一夕と金臭の厳統距離は長い

ノーマル的

J
（Typ0－2）

★銀的
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6N2P－EV

（Typ e－1）

★座布団状のサブ・マイカ（白濁）をセット

★3段マイカを4本の支柱で連結

★主マイカは円くて大口径

低重心記櫨の置極

★籍型のプレート（12％忠小型）

★プレートは築地の銀白色

★プレート接合部は両側にあり（支柱入り）

★プレート側面部に小さなスリット有り

★プレートには横に2本の補強リブ有り

★プレート接合部に切り欠きあり長い）

★プレート内部にシールドは無し

★カソード・スリ二ブをリボンで固定

★プレートやグリッドの支柱にパイプを被せ

て補強

★ユニット問シールド薮は銀色

★シールドの溝は交互

ゲックー台は丸皿状（両側支持）

★ヒ一夕と金貝の接続距舵は短い

★銀脚

立
（Type－2A）

★主マイカは小口径

★上部のサブ・マイカは透蛸

★接合鶴の切り欠きは短い

★シールドの溝は交互

J
（Type－2B）

★シールドの溝は一文字

〈第1図〉
旧ソ連製6N2P系の変遷
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●写真左より：GE12AX7A／7025，Tung－Sol12AX7WA　平型プレート，旧ソ連（KRZ）6N2P（Type－1）1950年代製，旧ソ連（KRLZ）
6N2P（Type－2）1980年代製／鈍間．旧ソ連（Renector）6N2P1964年製，旧ソ連（KRLZ）6N2P－EV（Type－1）1960年代製／主マ
イカ大口径．旧ソ連（KRLZ）6N2PゼⅤ（Type－2B）1980年代製／末期型

てユニット間シールド板に連結され

た逆L字状のサポートで両側からが

っちりと支持されています．

さすがは高耐震のE仕様だけあっ

て，6N2P－EVは基準管の6N2P

よりも大幅に堅牢化されていること

が随所から見てとれます．

6N2P－EVには製造時期によって

仕様が微妙に異なる都合3タイプが

確認できました．まず1960年代

製の最初期型（Type－1）は　円い主マ

イカの径がサブ・マイカ並みにワイ

ドでした　写真のサンプルは

Voskhod工場（KRLZ）の1967年製

です．

続いて1970年代後半に登場した

Type－2Aでは主マイカの径が一回

り小さくなり，プレート接合部の端

まで至っていた水平方向の切り欠き

は短縮されて支柱の手前で止まり，

プレートの剛性が増しています．さ

らに，先代では白濁していたトップ

マイカは透明になりました

やがて1980年代前半に登場した

Type－2Bでは．シールド板に刻ま

れた溝が縦一文字に簡略化されまし

た　写真のサンプルはVoskhod工
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場（KRLZ）の1983年製です．KRLZ

製は終始ステムの底面に刻印があり

ませんでした

6N2P－EVはReflector工場でも

製造されました　写真のサンプルは

1964年製です．箱や管壁の表示は6

H2Ⅱですが　中身は銀色プレート

で主マイカの径が大きな6N2P－EV

（Type－1）と同じです．

Sovtek－6EU7は

6N2P－EVと同じか？

6EU7は1960年頃にGEが開発

しました．特性は12AX7Aと同等

で　オーディオ用にハムとマイクロ

フォニック雑音が低く制御されてい

ます．6．3V点火専用で　コンパク

トなステレオ・アンプでの使用を想

定して各ユニットのピンは対象配置

になっており，ハム低減のためにス

パイラル巻きされたピークはグリッ

ドから極力離すよう工夫されていま

す．

現物を見る限り，外観や構造は12

AX7Aと変わりがなく．口金接続

を変え，ヒ一夕を並列にして6．3V

点火専刷こした改造球のような印象

です．

6EU7は中価格帯のHi－Fiアン

プに使われたはか，米国：Gibson

製のギター・アンプにはプリ管とし

て標準装備されていました

6EU7はオーディオ愛好家にとっ

てはどちらかと言うとマイナーな存

在ですが　ヴィンテージの米国製ギ

ター・アンプの保守刷こ一定の需要

があるためか，現代管においでも互

換性のある相当管が存在します．そ

れがSovtek－6EU7です．

写真でご覧のとおり．外観や構造

はヴィンテージの6EU7（平型のミデ

ィアム・プレート）とは異なります．そ

の姿は1980年代前半に登場した6

N2P－EVの末期型（Type－2B）に酷似

していますが　単なる改名版ではあ

りません．発売元が公開iしている規

格表（第4表）にも示されているとお

り，口金接続が異なるため，差し替

えはできません．

なお，第4表に記載された電気的

常陸には疑問点があります．口金接

続を除5，Sovtek－6EU7は構造的

には6N2PEVと同様であるにも

かかわらず各スペックが微妙に異
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12AX7WA

正面にマーキング（銀色）

順番は①7025／12AX7WA
②MADEIN RUSSIA
③SOW駅
④4桁のデート・コード（1309）

表示の内容と順番は微妙に異なる

12AX7WB

正面にマーキング（銀色）
順番は（D7025／12AX7WB

②soWEK
（DMDEIN RUSSIA

④4桁のデート・コード（1308）

12AX7Wt

向かって左側にマーキング（銀色）
順番は①12AX7WC

②SOWEX
くり仰山EIN RUSSIA

④4桁のデート・コード（1110）

誓 慧 たゲッタ＿ （銀色，　　 し

円盤状のゲックー台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 座布団型のサブ・

太目のパルプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青 紫 サポー

厚手のガラス
上部マイカに連

パイプ報 せて固定　　　　　　　　　 窒＝ 董　　　　　　　 円くて小さなま

カソード・スリーブに
リボンを横付け　　　　　　 穿 璃 謝 壷 そ し 一 二 ／ 烏 監 謹

アルミクラッド鉄板製
　　 交互にプレスさ

浅くプレスされた補強リブ
蒜 親 告 」 惑 溺 醒 工 「 繋

欧米の1 2 A X 7系とは　 厚みは欧米的
電極の向きが9 0 o 異なる　 側面にはス

　h

座布団型のサブ・マイカ （透明）で補強 ＼ 切り欠き

切り欠き　 ステム・リードにパイプを

透明度の高いステム　 重心が低くてコンパク

　　まとめられた播造物

ヘアピン状の

三 業 霊 詰 る　　　　 ＼　 ヒ‾糊 ブス‘バ‾

1 －9番ピン方向
底面は梨地で
数字1－2桁の刻印あり

〈第4図〉Sovtek－12AX7W系現行品の構造的特徴S

2つの電極の間には幅広な銀色の

シールド板が立っていますが　原型

では接続先であった9番ピンをヒ一

夕の中点接続用に充てたため．シー

ルド板と言っても電気的にはどこに

も接続されておらず　単なる構造物

にすぎません．シールド板の端には

溝が縦一文字にプレスされていて，

SEP　2014

それに添わせるように上から逆L字

状のダック一・サポートが2本溶接

されており．サポートはトップ・マ

イカを貫通した後に丸皿状のゲッタ

一台を両側から支えています．プレ

ートは丈が10mm，グリッドやカ

ソードが収まった主要部の横幅は8

mmと，欧米製の12AX7系よりも

マイカ（透明）

ートを2本接続

連結（4点）

主マイカ（白濁）

柱を挟み、

（カシメ穴無し）

欠き無し

の約2倍（7m）

を被せて補強

（バス・バー）

かなり小柄ですが　厚さは欧米製品

の約2倍の7mmもあります．主要

部には横方向に浅く2本の補強リブ

が設けられており，両脇に設けられ

た接合部にはカシメ穴は無く．間に

支柱を挟んで溶接されています．ま

た，正面と側面の上下端は浅く切り

欠かれていて，側面の中央には四角
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下から挟んでいることに加えて．③

横に浅く2本の補強リブが設けられ

たプレートは灰色のアルミクラッド

鉄板製で　正面と側面の端は切り欠

かれていますが　側面の中央にスリ

ットは無く，④接合部の間に挟まれ

たプレート支柱4本で各マイカを連

結していること．⑤じLニット間シー

ルド板の端に刻まれた溝は途中2カ

所に設けられた切れ込みを境に互い

違いの方向にプレスされているこ

と，⑥九m状のゲッタ一台が「了」字

状のフレームで両側から支持されて

いること．（りステムの底面が染地で

数字（1－2桁）が刻印されているとい

った点は12AX7WA（Type－3）と同

様ですが　同じシ1）－ズの製品にも

かかわらず　マーキングの仕方は黒

インクで上から順に“12AX7WC，

SOVTEK，MADEINRUSSIA，

0301病という具合に　記載内容の順

番が12AX7WAや12AX7WBと

は異なるのがユニークです．何から

暗号めいたものが隠されているよう

にも思えます．

やがて2007年製ではゲックーが

円盤状に変わり，ステムの底面は透

明になり，マーキングが銀色に変わ

りました（Type－lB）．現行の最新バ

ージョンはType－lBです．

（4）Sovtek－12AX7Wシリーズの

現行最新バージョンについて

手持ちのサンプルを観察した結

果　前述のように，Sovtek－12AX

7Wシリーズは　当初は12AX7

WAとWB，12AX7WCとでは

開発時期の違いもあって細部の仕様

が微妙に異なりましたが　2011年

頃には全モデルが12AX7WC

（Type－lB）とマーキング色や内部構

造が同じになったことがわかりまし

た．

各モデルとも現行最新バージョン

SEP　2014

ば（Dプレートの側面にスリットが

無く．②ユニット問シールド板の端

に刻まれた溝は途中2カ所に設けら

れた切れ込みを境に互い違いの方向

にプレスされており，（D円盤状のゲ

ッタ一台を「了」字状のフレームで両

側から支持しています．さらに，④

透明なステムの底面には数字（1－2

桁）が刻印されており，（亘潜壁のマー

キングは銀色です．

以上のことから，Sovtek－12AX

7Wシl）－ズの現行最新バージョン

は構造的にはl種類に標準化され，

同じラインで製造されたものを検査

の過程で特性の違いにより3モデル

に仕立てているように思えてなりま

せん．

Sovtek－12AX7W系の

電気的特徴

発売元のホームページに掲載され

ている規格表は第5表のとおりです

が　欧米メーカーの規格表とは表現

の仕方が違うため，ちょっと見づら

いかもしれません．ヒ一夕定格の許

容範囲は6．0V～6．6V／305mA

～375mA（12．0V～13．2V／153mA

－188mA）．ノミナル・スペックは

6．3V／340mA（12．6V／170．5mA）

です．

電極間容量は入力例2．15pF，出

力側1．9pF，プレート～カソード間

ならびにヒ一夕間は0．55pF（いずれ

もノミナル）です．

最大定格は，Epmax＝300V，

Ipmax＝10mA，プレート損失IW，

グリッド回路抵抗は最大lMQ．ヒ

ーターカソード間耐圧は±100Vで

す．原型の6N2P－EVに比べてプ

レート損失は20％アップし，ヴィ

ンテージの12AX7と同レベル（lW）

になりました

ヒ一夕定格と最大定格や電極間容

量は12AX7WA・WB・WCの各

モデルとも同じですがEp＝250V，

Eg＝－1．5V時の特性は微妙に異な

ります．

まず12AX7WAはIpは1．5

mA以上，Gmの許容範囲は1．4

mA／V－2．65mA／V，ノミナ

ルは1．9mA／Vです．〟の許容範

囲は85－110，ノミナルは97．5で

す．

これに対して，12AX7WBと

WCはIpは1．2mA以上　Gmの

許容範囲は1．4mA／V～2．65

mA／Vで　ノミナルは1．9mA／

Vです．〟の詐容範囲は95－110，

ノミナルは102．5です．

規格表を見る限りでは12AX7

WA・WB・WCの元は1種類で

Gmが低いものを12AX7WAに，

高いほうのグループを12AX7WB

と12AX7WCに仕立てていること

がわかりますが12AX7WBと12

AX7WCの違いについては読み取

れません．

ロシア製12AX7Wシリーズの

規格を12AX7（第6表）と比較する

と，Hは13％程（40mA）多く，加熱

電力もその分大きくなっています．

Epmaxやプレート損失は同レベル

ですがIpmaxは25％（2mA）多く

許容していて，Gmは約26％（0．42

mA／V）高く．グリッド回路抵抗の

最大値やヒーターカソード間耐圧も

微妙に異なります．

〟のノミナル・スペックは12

AX7Wはヴィンテージの12AX7

よりも2．5％低く，逆に12AX7

WBと12AX7WCは2．5％高くな

っています．　　（次号に続く）
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