
前回はウエスタン86Aアンプの

修復を行いましたが,今回は86を

組むという感じになりました.例に

よってウエスタン･サウンド･イン

クに顔をだすと, M社長が｢またハ

チロク(WE86アンプ)が入ってく

るけど,今回のはちょっと面白いか

らまた遊んでみる?｣という悪魔?

の噴きカ聞こえてきました.｢ちょっ

と面白い｣という言葉が少々引っ掛

かりましたが再びお言葉に甘えさ

せて頂く事にしました.

ドンガラ86アンプ

後日,受け取りに伺うと, M社長

が｢これが,例のハテロクね｣と意

味ありげな笑いと共に,グレーの金

属ケースに入ったハテロクを指差し

ます.やはり金属ケースはカッコイ

イな,なんて思いながら近寄り,肝

心なハチロクはどんな状態かなと,

フロント･パネルを外すと,私は一

瞬言葉を失いましたが,そのあと大

爆笑をしてしまいました.

中身は,なんとドンガラのハチロ
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クだったのです./付いているの

は,電源トランス,ケミコン2本,

とSWのみ.見事に剥ぎ取られてい

ます.先日の｢面白いハチロク｣の

意味はこれだったのです.

WE 86の基本回路を組む

さて,遊ぶと言っても本物の

WE 86アンプのシャーシですから,

適当な球を使ってアンプを組む訳に

もいきません.ウエスタン･サウン

ド･インクでは86アンプタイプの

キットの販売や,各トランスを販売

しています.特にインターステー

ジ･トランスやアウトプット･トラ

ンスには,少々個人的にも興味があ

ったので,これらを使用し86の基

本回路を組むことにしました.今回

組む回路は, WE86アンプから,メ

ータ回路を削除し,前回の修復時と

同様に電圧増幅段を2段とします.

もともと,なんの変哲もないインタ

ーステージ･トランスを使用したプ

ッシュプル･アンプなので　回路図

をご覧になって頂ければお分かりの

通り,かなりシンプルなものとなり

ます.

使用部品

(1)インプット･トランス

WE製261-B (2000/lュo kQ)で,

これはパーマロイのシールドケース

に入れて使用します.

(2)インターステージ･トランス

WE543Aのコアを利用し,

WE 264 Cと同様に巻きなおした物

を使用します. W.S.I製で同社の

86キットに使用されているもので

す.

(3)アウトプット･トランス

W.S.I製で　WE166-Aと同ス

ペックで作られた物です.これも同

社の86キットに使用されているも

のです.

(4)チョーク･トランス

電源部には, W.S.I製のWE 197

-Aと同スペックの物を使用します.

電圧増幅段へのチョークには,

WE179Aに近い内容のWE製チ

ョークを円筒形のケースに入れ使用

ラ　ジオ技術
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使用します.他の抵抗はA&Bタ

イプを使用しました.

(7)コンデンサ

結合コンデンサには,実際に使用

されているものと同じものを使用し

ました.電解コンデンサは,ナット

止めタイプが入手出来なかったの

で小型のベータマウントタイプを

使用することにしました.

等々,ほとんどキット状態で,作

業を進めていくことにしました.W.

S.I製のトランスについては,単品

販売も行っていますの?,興味のあ

る方はW.S.I(ウエスタン･サウシ
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行ってしまいます.その後に端子板

までを, '踵に距離(長さ)を整えて

配線を行い,最後にたこ糸レーシン

グを行います.長さがいいかげんで

すと綺麗にまとまりませんので気を

使います.

電気特性

まずl kHzの正弦波を入力し,

出力を測定してみると14Wでク

リップが始まり,ひずみ5%で18

Wの出力が得られました.残留ノイ

ズは4.2mVでした.次に周波数特

性を測定したところ, 3-7kHzに

かけて若干の盛り上がりが確認出来

ましたが前回の86Aと比較すると

高域の落ち込みが若干早くなってい

ます.

以上はACllOVを印加し, 80

の負荷抵抗を接続した時の値です.

i �� ������ ���� ��T i �� ����i ��日 

1 �� ����i 鋳� 亦� ����i i ��～ ��i i ��

i i �� �� 劔� 白� �� 

言 � �� �� ���� � ��i 
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1 00　　　　　　　1 000　　　　　　　1 0000　　　　　　1 00000

周波数(Hz)

●周波数簡生ひずみ率は5%で18 Wの出力が得られた.

試聴

今回の試聴にも,前回と同様モー

ショグラフのシステムを使用しまし

た.このシステムはSE-7508と呼ば

れているもので,ドライバにSE-

7015(フィールドドライバ),ウ-ハに

SE7034(18インチ･フィールドゥーフ

ァ)を使用したものです.プリアンプ

∴ ∴∴ ∴∴ ��ゅｨ������4Υ����∴∴∴ ∴:: 
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Sm: 

藍懸麗題,× 
麗灘二 
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●今回使った試聴システム
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もアルテック1567ミキサープリを

使用し, WE 86 Aの時と同様のCD

を聴いてみることにしました.

カーメン･マクレー,ウイントン･

マルサリス,パブロ･カザルス,カ

ルロス･クライバーのベートーヴェ

ン等々,それぞれ十分楽しめ,やは

り中低域の充実度は見重なものでし

た.あわせて,最近始めたSPレコー

ドの電気再生に使用してみました

が,高域の減衰が良い具合に効果を

発揮し,なかなかのものでした.ま

あ時代的な組み合わせのことを考え

れば当たり前なんでしょうけど

終わりに

現実的に周波数特性を見ていただ

ければお分かりのとおり,現代では

かなりのナローレンジです.10kHz

も満足に出ないようなアンプです

が,それをものともせず,音楽を楽

しませてくれる--.前回のWE86

Aと,今回のアンプの特注は技術的

に不可能だったのではなく,もちろ

ん当時のフォトセルの特性のことも

あったのでしょうが,楽しむのには

これで十分という考えもあったので

は,と考えさせられてしまいます.

ラ　ジオ技術
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