
連載：現代管情報シリーズ

ロシア製

ショート・プレート型12AX7系tこついて（後編）

Sovtek12AX7Wシリ臆ズ
Part2
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試聴結果

肝心の音質は，手持ちの機器の関

係で　自作の6AC5Gでシングル・

アンプ（12AX7－SRPP＋76＋6AC5GT，

整流智は5V4GAという陣容）にて確認

することにしました　スピーカーは

バスレフ箱入りの三菱P－610DBで

す．

確認する対象が旧ソ連製軍用管：

6N2P－EV（長寿命・高配醗）の設

計を受け継いでいることに加えて，

Mm規格をグノアした高耐震性能を

有するオl）ジナル12AX7WAのサ

ウンド・キャラクタ」は民生用の12

AX7とは若干異なることが予想さ

れるため，今回，比較試聴用に用意

したヴィンテージ球は12AX7

WAのGE製（1968年製のType－lA）

とSylvania製（1973年勘にしましだ

先月号でご紹介したとおり，GE－

12AX7WA（Type－lA）は　プレー

トは角柱の左右に幅広な接合部を設

けたRidge－Type，丈は13mmの

ミディアム・サイズです．1950年

代製のJG－12AX7（平型プレート）よ

りも電極は短縮されて剛性が増し，

かつ低重心配置になっています．ま

た．グリッドやカソードをプレート
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接合面に対して直交配置することで

共振を抑えています．スプリング・

マイカはセットされていませんが

上下とも2枚重ねにして厚みを増し

たマイカは16本の爪を周囲にび

っしりと設けてクッション効果を高

めています．さらに上下のマイカを

2本の支柱で連結するなど　徹底し

た耐震構造を採用しています．マイ

カが2段であることを除けば

Type－lAは同社製5751（1949年に

開発）や5751WA（1950年代に登場）に

構造が酷似しています．ちなみに．

1970年代に入るとマイカ連結棒は

省略され（Type－lB），続いてマイカ

のアウトラインがシンプルな歯車状

になり，髄の形状や構造が同社製

の12AX7A／7025に酷似した

Type－2に移行しました．

他方．Sylvania－12AX7WAは

プレートは丈16mmのロング・サ

イズ，角柱の左右に設けた幅広な接

合部に太い補強リブを縦一文字に起

こした剛陸の高いRidge－Typeで

す．周囲に12本の爪を設けた歯車

状のマイカは上下とも1枚で　スプ

リング・マイカもありませんが　共

振を抑えるためにグリッドやカソー

ドはプレート接合面に対して直交配

直されています．その内部構造や電

極の形状は5687によく似ており，

かつ同社製5751や5814A，6189

と固形状・同構造です．

本題の現代管は　Sovtek－12AX

7WA・WB・WCの各モデルとも全

て現行の最新バージョンを用意しま

した．手持ちの関係で12AX7WA

は2013年9月製，12AX7WBは

2013年8月製，12AX7WCは2011

年10月製です．

これらはいずれも，①先代までプ

レートの側面中央に設けられていた

スリットは無く（雪江ニット間シー

ルドの端に刻まれた溝は途中2カ所

の切れ込みを境に互い違いの方向に

プレスされており，③ゲッタ一台は

円盤状で「了」字状フレームで両側か

ら支持，④ステムの底面には数字（1

－2桁）が刻印されているといった具

合に，共通の構造を採用しています．

そのため，外観からは判らない微妙

な仕様の違いが音質面にどう表れる

のかを確認するのが目的です．

そして，8月号でお約束した

Voskhod－KRLZ製の12AX7VKA

（2010年8月製）も用意しました12

AX7VKAの試聴にあたってば構

造的に酷似したSovtek－12AX7
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（Type－2D）と同様で　聴感上のゲイ

ンもSovtek十2AX7WAとはぼ同

レベルですが　量感が少し増し，ダ

イナミックさがアップしています．

スカッと抜けた高域に妙などークは

ほとんど感じられず　伸びやかでな

めらかです．高耐震構造を採用して

いるためか．響きや余韻は少な目で

ややライブ的でくっきりとリアルに

描き出す性格ですが全体としては

好E膀！です．Sovtek－12AX7WA

とはサウンド・キャラクターが僅か

に異なり，12AX7WAとWBの中

間的な印象です．

イ捌E箱に表示された“LiveSound”

の言葉通り，ショー＿ト・プレート型

の中では完成度の高い球だと思いま

す．製造中止になったことが階しま

れますが　個人的な試聴では

Sovtek－12AX7WC（現行品：Ty。e－l

B）のほうがさらに好印象でした．

（4）Sovtek－12AX7WA（銀色
プレート）の印象

Sovtek－12AX7Wシリーズの現

行品は例外なく全てが灰色のアルミ

タラツド鉄板製プレートを採用して

いますが，先月号でご紹介したとお

り，1990年代に出回った12AX7

WAと12AX7WBにはニッケル製

と思われる梨地仕上げの銀色プレー

ト型が存在します．

ユーゴ：Ei－RC製の12AX7／

ECC83（ニッケル・プレート）や仏

Mazda製の12AX7（通称：クローム・

プレート），中国曙光電子製12AX7

で通称：SiIver－Dragonと呼ばれる，

これら銀色プレート型はミュージシ

ャンの問で人気がありますが　プレ

ートの材質の違いが音質にどのよう

な変化として表れるかに興味があっ

て確認してみた次第です．

今回試聴したSovtek－12AX7

WA（銀色プレート：Type－1）は　その
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後の灰色プレート型（Type－2＆3）よ

りも瑞々しく，伸びやかでダイナミ

ックなサウンドです．低域の量感が

増していて，高域にきらきらとした

ピーク感はありますが灰色プレー

ト（Type2）ほどは気にならずバラ

ンスは良好です．倍音が綺轍こ出て

おり，ニッケル・プレート型に共通

した心地よさが感じられました表

現力は灰色プレート型よりも高く，

総合的には12AX7WB（灰色プレー

ト型）の音色に近い印象です．

12AX7WA灰色プレート型の音

質に満足できない時に使ってみたく

なりますが　生産を終了してからか

なりの歳月が流れているため，現在

では入手困難なことが恰しまれます．

けれども，Sovtek－12AX7WA（銀

色プレート）は　内容的には現在でも

豊富に出回っている旧ソ連製6N2

P－EVの口金接続を変更した改造球

とみなせるため．機器側でヒ一夕周

りの再臨を変更するなど　ひと手間

かければ代用可能です．

Sovtek－12AX7WXTに関す
る考察

ロシア製のショート・プレート型

12AX7Wシl）－ズには，Sovtek－

12AX7WXTというユニークなモ

デルがかつて存在しました1990

年代末頃に発表された同モデルの型

番のサフィックスは“W－Extra”を

意味しています．

選別品（12AX7WXT＋）やプレミ

アム・グレード（12AX7WXT＋IT）

もありましたが　Sovtek－12AX7

WCの登場により，いずれも廃品種

になりました

これまで本シリーズでは「Sovtek－

12AX7WXTはSovtek－12AX7

WA（以下．12AX7WAという）をアレ

ンジして設計された　具体的には

12AX7WAの電極の向きを900変

えることでブス・バー（パス・バー）を

廃止して下部構造を簡略化するとと

もに　プレート接合部の耳を半分削

って電極を小型化し，マイカは3段

とも座布団型に変更して耐震性を高

めている」とごく簡単にお伝えして

きましたが　詳細に観察すると次の

ような違いがあります．

まず　バルブの径は12AX7WA

よりも細くて，欧米製とほほ変わり

ません．ほっそりとしたスタイルは

ロシア製の9ピン型MT管として

は珍しい荷重です．ピンは焼鉄色で

メッキ処理はされていません．そし

て，ステムの底面には数字1－2桁

の刻印があります（※当時の12AX7

WAは刻印無しで　ピンは銀色にメッキ処

理），管壁へのマーキングは黒色で

デート・コードは表示されていませ

ん（当時の12AX7WAは銀色の焼付文字

で　デート・コードなし）．

電極は12AX7WA同様に3段の

マイカで支持されていますが腰高

で12AX7WAよりも5mm上方

に位置しています．マイカは3枚才

も座布団状でトップのみ透明です．

2段目のマイカは12AX7WAのト

ップ・マイカと同じ高さに位置して

います．3段マイカにより，管壁へ

の接点は12AX7WAよりも1．5倍

増えていいます．トップ・マイカと

2段目のマイカとの間隔やステムか

ら電極下端までの距離は12AX7

WAの約2倍もありますが　これら

は工作上の理由かと思われます．ケ

ツクー台は直径12mmもある大き

なリング状で「了」字状のフレーム

で両側から支持されています（当時の

12AX7WAは丸皿状のダック一台をT字

状のフレームで両側から支持）．3段のマ

イカは4本のプレート支柱で連結さ

れていますがトップ・マイカは4

本のプレート支柱に加えてゲック

ー・サポートともパイプを介して連
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◆HeB3の外箱と刻印

7WBと基本的な電気特性が同等で

構造が酷似した12AX7WCが誕生

したと思われます．12AX7WCは

12AX7WXTを12AX7WB風に

リファインしたモデルとも言えます．

12AX7WCの開発により．KR－

LZ製ショート・プレート型12AX

7と同等の球の製造技術と生産体制

が確立されると，2006年ないし

2007年頃には開発の手本となった

12AX7WBの供給源がKRLZから

Reflector工場に置き換えられ　特

性の違いにより．ベーシックな12

AX7WBとスペシャルな12AX7

WCに仕立てられたようです．

なお．先月号でご紹介したとおり，

2006年8月製時点で12AX7WB

のゲッタ一台はKRLZ製と同じ丸

皿状ですが　これは当時のReflec－

tor工場製MT管においてはゲッタ

一台が新型の円盤状への切り換え時

期にあたり，12AX7WBには波及

していなかったためです．

50

そして，2011年のKRLZでの受

信管製造終結を機に，残る12AX7

WAの供給源もRenector工場に変

更された結果，12AX7WA・WB・

WCの全モデルの構造が標準化さ

れ元護が統一されだとみています．

ここで諜蹄が生じないように念押

ししておきたいのは「12AX7

WA・WBの製造本舗がなくなった

⇒製造中止になった」と短絡的と決

めつけるのは誤りだということで

す．3年前には他社（ReHector工場）に

受け継がれていて，ほぼ同仕様のモ

デルが現在でも脈々と製造されてい

ます．今のところSovtek－12AX7

Wシリーズが生産終了となるといっ

た噂は耳にしておらず　定番商品と

して確固たる地位を築いているた

め．よほどのことが無い限りその存

在は安泰と思われます．

新たに生じたSovtekブラン

ド球に対する疑問

前述のとおり，Sovtekブランド

球は旧ソ連時代に設計・製造された

軍用球の放出品を中心に．ポピュラ

ーで需要の旺盛な一部の品種につい

ては旧ソ連時代の設計をほとんど変

えずにロシア時代に入ってからも継

続生産し．さらに1日ソ連時代には相

当管が存在しなかった品種まで含め

た混成集団です．

ロシア時代に入ってからも継続生

産している品種にはEL84（6P14P），

EL84M（6P14PrEV），6V6GT（6P6

C），6L6GC（6P3C），5881（6P3C－

E），6SL7GT（6N8S／6H9C），6

SN7GT（6N9S／6H9C）なとがあり

ますが　同等の新規設計晶の登場に

伴い，年を追うごとにその数を減ら

しています，すでに6L6GC（ピンチ

したバンタム・ステムが特徴的）が姿を消

して久しく，6SL7GTや6SN7GT

については，最近出回っているもの

は旧ソ連時代製のリプリント品ばか

りで実質的には先祖返りしており，

現在も製造しているのか怪しい状況

です．

旧ソ連時代には相当管が存在しな

かった品種にはEL34，6550．KT

88，KT66，5AR4（2代目：Type－2），

5Y3GT，1枚プレート型の6A3

や6B4G，300B．12AX7LPSな

どがあります．これらはいずれもロ

シア時代に入ってから欧米のヴィン

テージ管を手本にして開発されまし

たが，その製造元に関して疑問点が

あります．

例えば東独RFT製EL34を手

本としたEL34G（※現在一輔）は．

ベースは袴が5mm長くてピンは8

本全て揃っており，型番とブランド

名や原産国名が銀色の焼付文字でマ

ーキングされていますが　後継品の

EL34WXTは袴が短くなって6番

ピンが省略され（＝7ピン）．銀色に焼

き付けられたマーキングには“RE，

ラ　ジオ技術



丸みを輔びた管頂郁

たっぷりと飛ばされたゲックー（銀色）

円盤状のゲックー台

大目のパルプ

厚手のガラス

パイプを被せて固定

カソード・スリープに

リボンを横付け

アルミタラッド鉄板製

浅くプレスされた補強リブ

（横に2本）

キャラメル状の小さなプレート
（丈10m、主要部の横幅8m）

欧米の12AX7系とは

越権の向きが900異なる

座布団型のサブ・マイカ（透明）で補強

切り欠き

透明度の高いステム

ヘアピン状の
録フォールデッド型と一夕

尖ったビン（銀色にメッキ

底面は梨地で

数字1－2桁の刻印あり

‾／
”と思われる

0日目
処理）

代替に関する幾つかの疑問点が解明

できましだ　最大の収穫はSovtek－

12AX7WA・WBの製造元が近年

まではKRLZとみてほぼ確実とい

うことと．1990年代初めに登場し

たビーム四極管構造のSovtek－EL

34や5AR4／GZ34（初代）は

NEVZが製造したOEM品だったい

うことです．しかしながらロシア最

大の真空管メーカーであるReflec－

tor工場ことXpo－PulFactoryに関

しては　得られる情報が極端に少な

いため，依然として多くの謎が存在

します．

さて，本題のSovtek－12AX7W

OCT　2014

＼
1－9番ビン方向

●Sovtek－12AX7W系現行品の構造的特徴

系については　オーディオ用を強く

意識して開発された平型プレートの

12AX7－EH（ミディアム・プレート）や

Sovtek－12AX7LPS（ラージ・プレー

ト）に比べて硬質的で几帳面な性格の

サウンドですが　曲のジャンルや音

源，アンプの構成や動作点と使用箇

所，球の組み合わせによっては魅力

的に聴こえました．エージングを含

めて使いこなしに工夫が必要なよう

です．個人的には12AX7WCが最

も表現力豊かな巨陳でSovtek－12

AX7W系に対するイメージを改め

させられる結果となりました

Sovtek－12AX7W系には12AX

座布団型のサブ・マイカ（透明）

シールド板に

「了」字状のサポートを2本接続

上部マイカに連結（4点）

円くて小さな主マイカ（白濁）

中間シールド板

※電気的には無接続

交互にブレスされた溝

間にプレート支柱を挟み、

溶接のみで接合（カシメ穴無し

接合部に切り欠き無し

厚みは欧米製の約2倍（7皿）

側面（こぼスリット無し

切り欠き

ステム・リードにパイプを被せて補強

重心が低くてつンパクトに

まとめられた構造物

ヒ一夕接紅用ブス・パー（バス・パー）

7WA，12AX7WB．12AX7WC

の3モデルがラインナップされてい

ますが　どの取扱店も一様に全てを

取り揃えているとは限りません，需

要が多いためか12AX7WAはどこ

の店にも並んでいますが12AX7

WBと12AX7WCについては在直

の有無がまちまちです．価格を含め

て事前にWebサイト上で確認して

おくことをお薦めします．

★次号予告

7月号ではロシア製Mullardブラ

ンド球の第4弾としてCV4004／

12AX7，KT88，6L6GC，6V6
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