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はじめに

7月号ではロシア製Mullardブラ

ンド球の第4弾として，CV4004／

12AX7，KT88．6L6cc，6V6

の4種類が発売され6月中旬には

12AT7復刻版と12AU7復刻版が

第5弾として発売される運びとなっ

たことをお伝えしましたが　それか

ら3カ月経った9月中旬現在になっ

てもまだ国内での取り抜いは全く確

認できません．

これら新製品の姿形はWeb上に

掲載された画像で確認できるもの

の，大きさやアングルと解像度の関

係から詳細まではよくわからなくて

不満が募ります．

このままでは一体いつになったら

国内で入手できるのか目途が経たな

いため，しびれを切らした私は　カ

ナダの通販業者から取り寄せること

を決達しました　懐具合が厳しかっ

たのですが．こまめに発注するとか

えって送料が割高になるため，6V6

を除く全モデルを思い切って1ペア

ずつ購入しました．

研究のためとはいえ，送料込みで

500ドル近い大金を事前申請なしに

こっそりと支払ったことば　未だに
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我が家の財務大臣には恐ろしくて言

い出せません（笑）．

それはさておき，きっそく今回は

ロシア製Muu紺dブランド新型管紹

介シリーズの第1弾として，CV

4004／12AX7をご紹介したいと

思います．

CV4004と言うと英国製12AX7

系の高信頼管として有名ですが発

売元（NewSensor社）のホームページ

に掲載されたPR文によると「低雑

音・低マイクロフォニック特性が要

求される高利得増山酸向けに特別に

設計された　プレート丈の短いモデ

ル」とのことです．

構造もさることながら，既存の

Mullard－12AX7復刻版とのサウン

ド・キャラクターの違いが気になる

ところです．入手したサンプルをオ

リジナルと対比させた観察結果をも

とに，詳細に迫ってみたいと思いま

す．

Muiiardブランドについて

第一次世界大戦中に英国海軍用の

真空管を開発して大佐となった

StanleyR．Mullardが除隊後の

1920年に設立したMullardRadio

Valve社は　当初は送信管の製造か

ら着手し，やがて受信管の製造も始

めると，折からのラジオ・ブームに

乗って大きく成長しました1923

年にはオランダのPhilipsと提携関

係を結びましたが　諸般の事情より

1927年に持ち株の全てをPhilipsに

譲渡してPhilipsグループの傘下に

入りました．

これにより，Mullardは実質的に

英国Philipsとなり，同社の製品は

親会社PhiHpsの方針によりPhiHps

が保有する様々なブランドを付けて

販売されましたが　その一方で　確

固たる地位を築いていたMuⅡ祉dブ

ランドは引き続き残され　英国を代

表する真空管メーカーとして独立性

を保っていました　Mullardが使っ

ていた楯型の「シールド・ロゴ」は英

国製真空管の代名詞的存在でした

やがて1960年代に入ると“IEC－

Mullard”ブランドが登場しますが

本家Mullardは1970年代から80

年代半ば頃にかけて使われた簡略化

されたMUロゴ時代までです．

IEC－Mullardは，Philipsから許

されて米国でのMJlardの商標使用

権を保有していたIEC（Intemational

ElectronicConponents）が自社で仕入

れた球に付けて展開していたプラン
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製品の第1弾としてEL34（MU－EL

34ゆが発表されました　2005年3

月号でご紹介した最初期型（Type－1）

は，逆J字状の板バネを設けた上下

マイカで支持した電極をEL34－EH

同様の細身のバルブに封入して茶ベ

ースを履いていたため．内容的には

SロゴEL34－SVとほぼ同様でした

が　これはプロトタイプ的な存在だ

ったようです．ほどなくしてパルプ

は中大に，ベースは黒色に，電極は

1800間隔で爪を5本ずつ設けた上下

マイカで支持されたデザインに改め

られて，オリジナルMu目釘d製によ

り近いルックスと構造になりました

（Type－2）．

続いてEL84復刻版（MU－EL84

Ⅲ：2014年5月号参照）と12AX7（MU－

12AX7RI：2014年6・7月号参照）が

2007年までに段階的に発表されま

したが　その後しばらくは沈黙が続

き2013年秋に第3弾として底板

だけの通称：コイン・ベースを履い

たユニークなGZ34復刻版（MU－GZ

34RI：2014年2月号参照）が発表され

ました

さらに2014年5月には第4弾と

してCV4004／12AX7，KT88，

6L6cc，6V6が発売され　6月中

旬には12AT7復刻版と12AU7復

刻版が第5弾として発売されること

が発売元からアナウンスされまし

た．これらは欧米では7月頃から販

売が開始されましたが，9月中旬現

在．国内での取り扱いは全く確認で

きません．

なお，発売元のNewSensorが

Mullardブランド球を直接出荷でき

る国や地域は　相手国側の商標権の

事情により制限があります．我が国

の場合，Mullardブランドの商標権

はPhilipsの日本法人が保有してい

るため．発売元から直接取り寄せる

ことはできず　並行輸入品を購入す
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るか，個人輸入するしか方法があり

ません．

なお，需要が比較的多いMU－12

AX7RI，MU－EL34RI．MU－EL

84RIに関しては通販等で並行輸入

品の取り扱いが確認できます．

CVナンバー球について

従来，国防や通信など高度の信頼

性が要求される重要な分野や用途に

おいて英国の政府機関で使用する真

空管には　陸軍ではAコード（ARな

ど），海軍ではNコード（NRなど），

空軍ではⅤコード（VRなど）といっ

た独自の仕様を定めており，郵政省

（GPO）でも使用する真空管に独自の

仕様を定めたVTのコード体系を持

ち，それぞれがメーカーに指定真空

管を発注していましたが　関係者が

協議した結果，軍を含めた政府機関

が使用する真空管に対して統一的に

定めた共通仕様のコード体系が

1941年頃に新たに制定されました．

これが「CVナンバー」です．

CVは“CommonValve”（＝共通の

真空管）を意味していますが，半導体

も含まれています．ちなみにCV

7448はトランジスタです．受信管

以外にも送信管やマグネトロン，サ

イラトロン，CRTなど．登録され

ている品種は多岐にわたります．

個々の真空管の仕様は，プロトタ

イプとなる民生用や工業用真空管の

規格に基づいて，関係者の協議によ

り．各種のスペックが決められまし

た．

第1号のCVl（英国供緒省（MOS）向

けの小型高〟三極管：DC51）は1941年

に登録されたようです．CVナンバ

ー・1）ストの初版は1944年12月

頃に発行されたようで∴総勢で290

種類程が登録されています．その後，

年を重ねるごとに教は増え，1963

年時点での登録番号は11．000を

超えています．

まだ　空軍用に登録されたVRナ

ンバーの真空管は，VRコードの数

字に1000番台を足してCVナンバ

ーに移行されました（VR17→CV

lO17，VR505→CV1505）．それゆえ，

VR40として登録されたPX25のよ

うな古典管にもCVlO40の高ナン

バーが与えられています．

CVナンバーはNATO（北大西洋条

約機構）が定めた軍需物資の供給分類

コードにもリンクしています．

CVナンバー球の軍籍には“5960”

で始まる長い数字のコードが印刷さ

れていますが“5960－XX－000

－YYYY”で構成された4群13桁の

コードのうち，末尾の（YYYY）は

CVナンバーを意味しています．

他方，数字4桁で構成された先頭

のコードはNATO供給クラシフィ

ケーション・グループ（NSCG）・コー

ドです．上2桁はNATO供給グル

ープを，下2桁はそれらが属する

NATO供給クラスのアイテムを示

しています．コード番号“5960青の

うち，“59購辞は電子管およびそれ

に関連する電子機器用の部品を意味

し，“5960日ま電子管および開通す

るハードウェアに与えられたコード

です．ちなみに“5905”は抵抗器，

“5910年まコンデンサに与えられた

コードです．

ところで“5960”のコードは米

国の軍用管にも使われています．写

真のGE製JAN－12AX7WAの軍

籍には“5960－827－8782録の表示が

確認できます．

話をCVナンバーに戻します．

“5960夢に続いて数字2桁で構成さ

れた第2群（ⅩⅩ）はカントリー・コ

ードです．“00かないし“01日はアメ

リカ合衆国製を，“99”は英国（UK）

製を意味しています．コード表示が

“5960－99－000－4004”の場合は「英
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●写真左より：BrimarCV4004，Brimar12AX7中身は6057．MuardCV4004球とピン・プロテクター，MdLardECC83／12AX
7，MullardCV4004／iM8137

して知られるCV4004は，CVナン

バー球l）スト（第5表参照）を見ると，

6057もしくはM8137が指定され

ており．類似管にはCV492（＝12

AX7）が指定されています．

CV4004の仕様害の抜粋（第6衷：

1956年9月11日に登録された第3版）は

CV492のそれとはかなり様相が異

なります．

まず動作寿命は1，000時間が規

定されており．一覧表を見るとプロ

トタイプは12AX7ですが　各種ス

ペックは微妙に異なります，

Epmax（330V）とプレート損失

（1．1W），Ipmax（20mA），ヒーター

カソード問耐圧（200V），Gm（1．6mA

／V）はCV492と同レベルです邦

画ま5％低い95で　内部抵抗は

10．4％低い56kQです．さらに500

Gの衝撃と2．5Gの振動に耐える性

能も有しています．

代表動作例はEpi＝250V，Eg＝

－2V時にIp＝lmA，Gm＝1．6

mA／V，内部抵抗56kQです．

12AX7（CV492）とグl）ッド・バイ

アス（－2V）やGm（1．6mA／V）が同

等であるにもかかわらずIpは16
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％程少なく，内部抵抗は10％程低

くなっており，そのため〟も5％低

い95にとどまっています．CV

4004は12AX7とは微妙に特性が

異なることがわかります．

それはさておき　注目すべきは多

岐にわたる検査項目とシビアな合格

基準や許容範囲です．Philipsや

Telefunkenの高信頼管に匹轍する

内容で検収基準であるAQLレベ

ルも示されています．目標とする

AQLに従ってサンプル数を決め，

ロット毎に抜き取り検査を実施する

手法は高信頼管の検査と同様です．

ロットと抜き取りサンプル数との

関係上　一般的にAQL＝0．1％を保

証するのか限界と言われています

が　CV4004では，ヒ一夕電流，ヒ

ーターカソード間漏洩電流，プレー

ト電流，相互コングクタンス（Gm）

等に関して，0．65％の極めて厳しい

検収基準が定められています．

また，検査項目の対象となる各ス

ペックの許容範囲は最大・最低値や

ボギー（＝ノミナル値）の他，LAL（＝

LowerAvelegeLevel）やUAL（Upper

AvelegeLevel）といった細かい偏差ま

で規定されていて，CV492（12AX7

相当）とは信頼性や寿命，安定性特

性の均「生　堅牢性などの次元が異

なります．

端的に例えればCV4004はTeL

efunkenのECC803Sに匹敵する

性能とクオリティを持った球と言え

ます．

このCV4004は1形式＝1タイ

プではなく，6057とM8137の2

タイプが該当管として指定されてい

ます．6057とM8137は英国内の

異なるメーカーがそれぞれ開発した

12AX7系の高信頼管です．

余談になりますが　CV4035の仕

様書を見ると，CV4004と口金接続

が等しい高増幅率型双三極管で　プ

ロトタイプはCV492＝12AX7と

されていますが　基本的なスペック

はCV4004に準拠しており，内容

的にはCV4004の長寿命版と言え

ます．B9Aベースを履いたMT9

ピン型の他サブMT管のようなフ

ライング・リード型もあります．

★CV4004／6057について

CV4004の仕様に合致した球とし

ラ　ジオ技術

D



と．座布団型のマイカの問に挟まれ

た丈の短い平型電極が目に飛び込ん

できます．電極は　マイカの角を管

壁にしっかり食い込ませることで堅

固に保持されています．

1－9番ピンを手前にすると電極

の正面が左右方向を向いていること

はオリジナルCV4004／M8137

同様ですが　MU－CV4004RIの内

部騨進は　オリジナルのそれとはか

なり異なります．

オリジナルCV4004／M8137

のプレートは耳の無いボックス型な

のに対して．MU－CV4004RIのプ

レートは両サイドに耳のような接合

部を設けた平型です．2枚のプレー

ト材はカシメ接合ではなぐ　間に支

柱を挟んで溶接されています．材質

はアルミタラッド鉄板で　表面は濃

い灰色です．丈は10mmでラージ

プレート型の12AX7復刻版（MU－

12AX7m）よりも電極の丈は25％程

短縮されており，横方向に浅い2本

の補強リブが設けられています．プ

レートはオリジナルよりも丈や横幅

が短くて，若干小型化されています．

カソード・スリープは，上部マイ

カにセットされた円いスプリング・

マイカの舌片でしっかりと押さえ付

けられており．これはオリジナル同

様です．

さらに，プレート支柱とグリッド

支柱は上下にパイプを被せてがっち

りと固定されています．他方．下部

マイカの外側には同じ座布団型の透

明なサブ・マイカを重ねて補強して

います．

外見からは判り難くて，かつ発売

下からの説明もありませんが　ピー

クは恐らくコイル状のシングル・ヘ

リカル型（通称：スパイラル・ピーク）と

思われます．細目のピーク素線は接

触面横の大きなタブを間に介してス

テム・リードにしっかりと溶接され
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ています．

ゲックーは管頂部にたっぷりと飛

ばされています．ゲッタ一台は小さ

な円盤状で1－9番ピンを手前にす

ると向かって左側に位置する第1ユ

ニットのプレート支柱に連結された

2本のサポートで両側からしっかり

と支えられています．

ちなみに．7月号でご紹介した

MU－12AX7RI（2012年8月製）は第

1ユニットにゲッタ一台がセットさ

れていましたが　別の手持ちの

2012年3月では反対側の第2ユニ

ットにセットされているため，法則

性はないようです．

以上のような特徴を持つMU－CV

4004RIを眺めているうちに，既存

モデルの中にこれと良く似たものが

あることに気付きました．それは12

AX7－EHです．

1980年代以降，旧ソ連軍の放出

球もしくは旧ソ連時代に設計された

ものの継続生産品にSovietTech・

nologyを意味する造語である

“Sovtek”のブランドを付けて電子楽

器向けに供給してきたNewSensor

社は　ロシアのReflector工場を

1998年に買収して傘下に収めると，

2000年にはオーディオ志向の強い

Electro－Harmonixブランドを立ち

上げました　Electro－Harmonix球

は欧米のヴィンテージ球を手本にし

た新規設計であることが特徴で　こ

れは自社工場が確保できた緯果．開

発の現場にディストリビューターの

声が従来よりも届きやすくなったた

めと思われます．

2000年12月に発表された12

AX7－EHは1998年末に発表され

たラージ・プレート型のSovtek－12

AX7LP（※現在は廃品種）や翌1999

年に発表されたSovtek－12AX7

LPS（＝マグネチック・ハム低減効果のあ

るスパイラル・ヒ一夕を採用）同様の平型

電極を採用していますが　電極の丈

は25％程短縮されています（10

mm）．高利得・低雑音・低マイクロ

フォニック特性を売り物とする12

AX7－EHは　Mullard製のミディ

アム・プレート型12AX7／ECC

83を手本に開発されたようで交流

磁界によるマグネチック・ハム低減

効果のあるスパイラル・ヒ一夕とス

プリング・マイカを採用しています．

主マイカと下部マイカに重ねた透明

なサブ・マイカはともに四角い座布

団型（※スプリング・マイカは円形）で

角を管壁にしっかりと族合させるこ

とで耐難を高めています．〝の最

低値は78，ノミナルは92で12

AX7－EH（〟の中心値は94）とほ！洞

レベルです．オl）ジナル12AX7の

ノミナル・スペックに比べると8％

程低めです．

観察の結果，MU－CV4004RIは

プレート表面の色合いが微妙に違う

ことを除いては12AX7－EHと構造

的に瓜二つであることがわかりまし

た　プレートの色はMU－CV4004

RIのほうが若干明るめですが　これ

はプレート材の焼き時間の差による

ものかと思われます．

たったこれだけの違いだと．MU－

CV4004RIは‾12AX7－EHと実質

的に変わらないように見えますが

見えない独自の工夫を施している可

能性も捨てきれないため，単なる改

名版か否かば　電気的特性や音質を

確認した上で判断したいと思います．

※構造的特徴を示すイラストは次

号に掲載します．

まだ　MU－CV4004RIよりもル

ックスがMullard製CV4004（M

8137）に酷似した他社製の現代管が

存在しますので　併せてご繊介しま

す．
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